設立 40 周年記念事業 「美化活動」

ＩＮＤＥＸ
・「竹内映二氏 記念講演会」
・40 周年記念事業「美化活動」
・おいでんテニスデー
・大会結果
・クイズ、占い
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豊田市テニス協会ホームページ
http://www.toyota-ta.jp

豊田市テニス協会 Facebook

「テニスフェス 2021」
10 年節目の記念イベントで一緒にお祝いしょう！

土

ｽｶｲﾎｰﾙ豊田で開催です

講師：竹内映二（たけうち えいじ）氏
◆プロフィール
1959 年（昭 34）5 月 13 日生まれ
出身地：京都
竹内庭球研究所所属
経歴
元デビスカップ代表選手
元デビスカップ代表監督
元オリンピック代表監督
元伊達公子コーチ

10 周年の記念イベントでは、エキジビションマッチでプロ選手の違いを見せていただきました。
今では、テニス指導の神様です。テニスの技術論、心構え、戦略、戦術、メンタル、竹内氏だからこそ
の理論は聞き逃せません。どれを聞いても納得、そんな考えがあるなんて・・・「目からウロコ」だ・・・。
そんな声が飛び交うことでしょう。さあ、あなたも竹内氏の情熱に触れてみましょう！

エキジビションマッチを行います。
車いす操作体験ができます。

駒田政史（こまだまさふみ）
1973 年 3 月 30 日生まれ
出身地：愛知県
竹内庭球研究所所属
経歴
1994 年 全日本選手権複優勝
元フェドカップ日本代表コーチ
元ジュニアデビスカップ日本代表監督
元ジュニアフェドカップ日本代表監督
第 1 回ユースオリンピック日本代表監督
現在 JOC オリンピック強化指定コーチ

井本善友（いもとよしとも）
1974 年 3 月 17 日生まれ
出身地: 奈良県
竹内庭球研究所所属
経歴
元ジュニアフェドカップ代表監督
元ワールドジュニア代表監督
竹内氏

👇 申込は協会 HP から
他にも色々なテニスグッズ
を用意しています

要申込だよ～

‒1‒

入場無料
＊お弁当あり

今年は、周年事業の「環境美化活動」と、恒例の「おいでんテニスデー」の２つの内容での開催となりました。
美化活動の趣旨は、コロナ禍でも、テニスができること、テニスコートがあることに感謝をし、自分達でできる活動で、コートに
更に愛着を持ち、大切に利用しようというのが狙いでした。
参加された皆様のご協力でコートは大変綺麗になりました。ありがとうございました。今回の活動で、利用者の皆様にも、砂
のメンテナンスの大変さを知る良い機会となりました。コートの砂がなくなることで、人工芝の摩耗やズレが生じ、人工芝の寿
命が短くなることや、足を滑らせるなど安全面にも影響することも理解していただきました。
これからもずっと綺麗なコートでプレーができるよう、正しいコート整備の実践、利用マナーを心掛けて行きましょう！

柳川瀬

美化活動 60 名

高岡

美化活動 49 名

加茂川

美化活動 29 名

平戸橋

美化活動 32 名

地域文化

美化活動 35 名

‒２‒

井上

美化活動 11 名
ベースラインぎりぎりではなく、
基本は、コートの一番後ろまで
かけよう！

整備は時間内にきちんと終
えて、終了時間前には荷物
をまとめ、コートから出る
ようにしましょう。
ギリギリはＮＧだよ！
次の人に気持ちよくコート
を譲ってね！

会場／井上公園

参加者 15 名

使用したアルミ製レーキは、周年記
念事業として、施設へ寄贈しました。

対象小学 1 年～3 年生

柳川瀬・高岡・ 加茂川・平戸橋・文化

会場／柳川瀬公園

会場／高岡公園体育館

参加者 49 名

今回の周年記念事業は、
テニスができることに改めて
感謝するという意味で企画
しました。その一つである
「美化活動」に参加いただ
きありがとうございました。

岩田会長は柳川瀬会場での挨拶後、各会場を巡回されました。

‒３‒

参加者 39 名

会長、ファイトです！

会場／加茂川公園

会場／平戸橋いこいの広場

参加者 21 名

参加者 24 名

朝からの作業でテンション上
がってます！
作業は丁寧、テニスは大胆！
和気あいあいと楽しくやるの
がシニア世代。

会場／地域文化広場

参加者 26 名

ボレーボレー大会

おいでん賞
今年は、40 周年にちなんで、
クリアタイムは「40 秒！」
クリアできたペアの皆さん、
おめでとうございます！

11/20 来てね！

テニスグッズプレゼント
環境美化活動への感謝とお礼を込め、全員何かが当たるという、
「お楽しみじゃんけん」でした。

次は、テニスフェス に参加
して、大物ゲットしてね。

‒４‒

◆総合体育大会（ダブルス）
◆レクリエーションダブルス
◆都市対抗
◆わいわい！テニスカーニバル
◆ビンテージテニス

豊田市総合体育大会（ダブルス）
A級

B級

加茂川 20 組

優勝 高木・田中組(アイシン)

準優勝 二宮・井上組(テニス村/TTS)

優勝 山崎・蒲野組(アイシン/フリー) 準優勝 佐藤・和崎組(WILD JOKER/フリー)

C 級‒１ 柳川瀬 26 組

C 級‒2 柳川瀬 26 組

優勝 酒井・國島組(WILD JOKER/YY̲tennis チーム) 準優勝 奥田・廣田組(YY̲tennis チーム)

優勝 白山・小林組(WILD JOKER) 準優勝 山本・石川組(オルフェイス)

D 級‒１ 柳川瀬 31 組

優勝 廣岡・浅田組(M.J.S)

A級

D 級‒2

準優勝 杉田・渡辺組(Improve)

B級

準優勝 司馬・平田組(STC/ YY̲tennisチーム)

準優勝 浅井・石居組(林ﾃﾚﾝﾌﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

平戸橋 22 組

優勝 山内・高木組(M ﾌﾚﾝｽﾞ/ YY̲tennis チーム) 準優勝 其田・下川組(ＵＧﾁｬﾚﾝｼﾞ/ECO)

C級

優勝 大久保・水谷組(YY̲tennis チーム)

柳川瀬 30 組

優勝 関山・江崎組(RRTC)

平戸橋 18 組

優勝 桑原・泊組(ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ/TET)

加茂川 19 組

高岡 28 組

準優勝 加藤・寺下組(MARS/40‒LOVE)

３位 木村・朝岡組(西岡 TF/ YY̲tennis チーム)

‒５‒

３位 大橋・鈴村組(40‒LOVE)

D級

文化 29 組

優勝 橋本・平原組(ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ/Improve) 準優勝 小山・櫻井組(40‒LOVE/ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ)

年齢別混合

40 歳代優勝
井上・西澤組(TTS/FRI)

3 位 梅田・八木組(WILD JOKER)

3 位 酒井・川合組(ﾏﾛﾝｽﾞ/GOTT)

ファミリー

高岡 16 組

50 歳代優勝
菖蒲・青山組(キューブ/TET）

60 歳代優勝
佐々木・加藤組((ﾍｯﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ/TET)

一般混合

平戸橋 14 組

優勝

浅井・浅井組(JORDAN T.C.)

柳川瀬 43 組

優勝 稲垣・森野組(GOTT/ATC (S)) 準優勝 峯園・牧口組(Key Point tennis club)

3 位 村山・出口組(ｽﾊﾟｼｵⅡ)

第 45 回 全日本都市対抗テニス大会

3 位 岸本・片岡組(RRTC)

７/15～18 栃木県宇都宮市

第 45 回全日本都市対抗テニス大会（「いちご一会とちぎ国体」のテニス競技リハーサル大
会）栃木県宇都宮市総合運動公園テニスコートで、コロナ対策が実施される中、第 45 回全
国都市対抗テニス大会行われました。豊田市は 1 回戦で松江市と対戦し、5‒0 で勝利。2 回
戦は昨年優勝の京都市と対戦しました。一般女子ダブルスの金星もありましたが、チームは 1‒4
で惜敗しました。なお、今年の優勝は、第 2 シードの東京都豊島区でした。
＜選手団＞
●一般男子：安田有賢/山口雄矢

●一般女子：高橋有優/加藤穂乃佳

●ベテラン 1 部男子：梅田忠輝/大野慎也
●ベテラン 2 部男子：川村裕和/田中大介
監督：成瀬剛史

マネージャー：岩田英子

‒６‒

●ベテラン 1 部女子：森山亜由子/山本美穂

わい!わい！テニスカーニバル（混合団体戦）
今回の大会は、豊田市テニス協会 設立 40 周年の記念大会として開催しました。記念大会と
いうことで「①参加費の値下げ②記念グッズのプレゼント③ハンディ制による老若男女の皆様が楽
しめるゲーム方法」で企画され、例年より沢山の会員様に参加していただきました。
サービス 1 本のハンディをうっかり忘れ、自らピンチを招く人や、勝手が違う試合方法で戸惑う方も
いましたが、チーム間では大いに盛り上がりました。

優勝 MTC

リバーストーン

GAISHI OF CHICKEN

ふぉれすた ぷらす

柳川瀬
Ａブロック

Cool & Beauty (YY)

ニデック

ヴィレッジヒルズ (YY)



柳川瀬
Ｂブロック

優勝 supersonics

プレジデント

YY̲tennis MVP (YY)

another‒sky Z

ハッピースマイル

another‒sky A

高岡 Ｃブロック

優勝 Domy Friends

FUJI テニスクラブ

ヒラマール

大塚道場

ミニオンズ

栗なしマロンズ

‒７‒

ポテチ

UG チャレンジ

T‒Backsα

栗ありマロンズ

文化 Ｄブロック

優勝 チーム練習嫌い

ファーストステップ

ファイヤーズ

族ファーストステップ

チームきぬか

あだちさんです。

センチュリーW

TEAM HIRO

優勝 ミスボンバー

フレッ俊

move 西軍

加茂川 Ｅブロック

move 東軍

岡崎げんき

優勝 きらきらオクラ星

Chosen person

イエローボールブラザーズ

朝日丘テニスクラブ

平戸橋 Ｆブロック

雀勇会テニス部

井上 Ｇブロック

優勝 カサデミカ

WILD JOKER ﾁｰﾑ K

‒８‒

浅井総理大臣

白くま

WILD JOKER ﾁｰﾑ U シュナイダーテニスクラブ

Bambooo

チーム・スプラッシュ

優勝 つくしんぼ

棒の手 Ｈブロック

MISHMASH（ミッシュマッシュ）

チーム笑笑

成嶋亮チーム

RRTC 白組

RRTC 赤組

参加者全員に 40 周年のロゴ入り
タンブラーがプレゼントされまし
た。

“とよた”ビンテージテニスマッチ（ダブルス）
100 歳

110 歳

柳川瀬 18 組

柳川瀬 15 組

お楽しみカラーのこの大会は、年
に一度しか組まないペアを始め、
色々な方が参加しています。
年々参加者が増え、皆さん大い
に盛り上がっています。
優勝 日比・冨田組(POF/REI)

120 歳

準優勝 山田・畑田組(フリー)

130 歳

高岡 20 組

優勝 嶋崎・大竹組(ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ/MEER･ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 準優勝 菖蒲・青山組(ｷｭｰﾌﾞ/TET)

優勝 田中・鈴木組(ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ/ YY̲tennis チーム)
平戸橋 19 組

優勝 森本・原田組(あっかんべ/フリー)

‒９‒

準優勝 加藤・中林組(フリー)

ラケットのフレックスとは、
何でしょう？

答え

因みに、僕のラケットは
FX500
フレックス 71 だよ。

① ラケットフェースの面積

②ラケットの硬さ

応募方法 豊田市テニス協会ホームページから応募してください。
答えは、
こちらへ応募
してね！👉

記入事項 1．答え
2．所属団体名
3．氏名
4．連絡先 携帯番号

抽選で 10 名の方に
テニスグッズをプレゼント！

締 切 日 1 月 15 日 〆切
Vol.70 の正解は ① でした。

星座

運

勢

ラッキー
カラー

ラッキー
方位

おひつじ座 （3/21～4/19 生）

現代テニスの技術に挑戦してレベルアップしてね。常に前進あるのみだよ！

オレンジ

西

おうし座

（4/20～5/20 生）

指導を受けた技術を再度整理して自分のものにしよう。分からなかったら納得がいくまで聞きまくれ～！

グリーン

南

ふたご座

（5/21～6/21 生）

大胆な戦術が◎ 頑張ってポーチに出まくり、ドロップショットで攪乱させてね☆

黒

南東

かに座

（6/22～7/22 生）

ついつい焦ってしまいがち、落ち着いてプレーするように心がけて乗り越えてね。

茶

北西

しし座

（7/23～8/22 生）

いつも笑顔で、チームの人気者になるときだよ。ミスってもスマイル、スマイル○

ピンク

東

おとめ座

（8/23～9/22 生）

いつも通り、平常心でプレーすれば勝率が格段とアップするよ。

黄

北東

てんびん座 （9/23～10/23 生）

苦手な人と進んで会話しよう。意外と色々な情報をもらえるときだよ。

紺

南

さそり座

（10/24～11/21 生）

思うようにならないときは、一歩一歩、少しずつ前進するんだと前向きな気持ちで乗り切ってね！

深緑

南西

いて座

（11/22～12/21 生）

チャンスは到来しているよ。思い切った決断をしても結果よしだから実行あるのみだね☆☆☆

赤

西

やぎ座

（12/22～1/19 生）

何となく違ったことがしたいとき、迷わず新しいショットを練習してね！

白

北東

黄緑

北西

青

北

みずがめ座 （1/20～2/18 生）

いつもと違う行動でツキを呼ぶとき、練習場所、ウエアなど、いつもと違うようにすると◎◎◎だよ！

うお座

多少のアクシデントがあっても乗り越えられるとき、気持ちを楽にしてゲームを楽しんでね。

（2/19～3/20 生）

ティー太のテニス占いアドバイス！
信じる信じないはきみ次第！でも自信あるから信じた方が得なんだよね。

‒10‒

告

知

板

４期 テニス教室（2022 年 1 月～3 月
水曜日／●柳川瀬一般昼
金曜日／●加茂川一般昼・夜
土曜日／●地域文化一般昼
申込期間：12/5～25

8 回／予備日 3 回）

●柳川瀬一般夜
●地域文化健康

申込詳細は、協会ホームページへ

●NEW YEAR テニスマッチ（混成チーム対抗戦）
開催日：

2022 年 1 月 10 日 月・祝

申込期間：11/26～12/5

申込詳細は、協会ホームページへ

10 月に入っても真夏日があったのに、一気に冷え込ん
で来ました。慌ただしく衣替えを済ませた方もいらっしゃる
と思います。コートへ向かう時も、マスクが丁度いい季節
になりましたね。
マスク生活はまだまだ続きそうですが、無事に今年度の
事業が終わることを願うばかり…。
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