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公益社団法人日本プロテニス協会発行
JPTAニュースについて 

就任のご挨拶

この度本年度から、会長職を拝命致しました。
これまで当協会の創設に関わられた方々や、会員の皆様の期待に応えるべくテニスの世界には不案内な私でございますが全力でお手伝いをし
て参ります。
テニスの歴史はウィンブルドンから産声をあげ世界中の子供から大人迄、愛されて参りました。これからも沢山のプレーヤーが心技体を創るべ

く、コーチの皆さまの努力も一段と期待されることでしょう。
近年日本選手の海外での活躍は男女共目を見張るものがあります。祖父は東京商大でボートの選手、父はオールジャパンのメンバーにもなっ

た早大のラガー、母はオリンピック候補だったスイマーとスポーツ一家であった山東家に育った私は、全てのスポーツ愛好家でもあります。
2020年オリンピック・パラリンピックを前にあらゆる年代の男女が一生涯楽しめるテニスがもっと愛され当協会の活動が広く社会に貢献出来

る様、皆様のご指導ご協力を心からお願い申し上げます。

老若男女、初心者からプロまで幅広く楽しむことが出来る生涯スポーツ『テニス』 
日本プロテニス協会は、その素晴らしさを伝えるため、プロコーチとプロプレーヤーが力をあわせ、プロコーチ資格認定を軸にジュニアの育成、
セミナー、コンベンション等の各種普及・教育活動を行っています。 
JPTA／USPTA認定プロコーチの資格を持つJPTAメンバーは、コーチとしての実技や指導法のみならず、経営企画、テニスの歴史など、テニ

スに関する全てのことに精通し、豊富な専門知識と経験、スキルを持つ認定プロコーチ、プロプレーヤーが集うテニス界唯一の「プロフェッショナ
ル集団」です。 
本誌「JPTAニュース」は、広報誌として JPTAの紹介・活動をはじめ、 JPTAコーチの活躍をより多くの方に知っていただくことを目的として発行

いたしております。テニスコーチを目指す方、世界を目指す次世代の子どもたち、テニスが大好きな皆さま、また、テニスをまだあまりご存知でない
方にも是非ご一読いただければ幸いです。
弊協会の活動報告やご紹介を通じ、テニス界の隆盛に貢献できることを願っております。

公益社団法人 日本プロテニス協会 会長　山東 昭子

公益社団法人 日本プロテニス協会 理事長　富岡 信也

平成28年度　定時総会報告

平成２８年度　臨時総会報告 平成２８年7月29日（金） 協会会議室

平成28年6月17日（金）協会会議室にて、平成28年度社員総会が予定通り開催されました。
総会は、社員総数1,383名のうち723名（議決権行使・委任状・出席含む）の出席により適法に成立し、議事進行は、定款に基づき富岡理事長

が議長となり、議事録署名者の選出後、ご逝去された会員様のご冥福をお祈りし黙祷が行われた後、議案の審議に入りました。
1号議案  平成27年度事業報告及び決算報告について総会資料に基づき説明がなされ、鈴木監事より監査の結果、当協会の会計及び業務内容

は正しくなされている旨報告され、承認可決されました。
2号議案  平成28年度事業計画及び予算案について総会資料に基づき説明がなされ、承認可決されました。

※2号議案のうち平成28年度予算案につきましては、資料不備のため、臨時総会にて再審となりました。

3号議案 新会長推挙について総会資料に基づき新会長推挙についての説明がなされ、承認可決されました。 【会長】山東昭子氏
最後にご出席いただいた会員からの質問・意見・要望などが出され質疑応答後、平成28年度社員総会を閉会いたしました。

1号議案  平成２８年度収支予算案　賛成多数により可決されました。
＊６月１７日開催の定時総会２号議案のうち平成２８年度収支予算案の内容が平成２７年度のものとなっていたため、改めて臨時総会にて再審議とさせていただきました。
　この度は不手際により多大なるご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
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協会の軸になる
資格の認定に伴

う、講習会やプロ
テストの

実施をはじめ、専
門的知識と指導

力を兼備し、適
切なコー

チングが行える
プロフェッショナ

ルなコーチを育
成。

また、認定プロコ
ーチが知識・技

能を高めるため
に必要な

指導技術・経営・
管理などの資質

向上セミナーを
多数開催

しております。

●資格認定講習
委員会

●プロテスト委員
会

●資質向上委員
会

●ワークショップ
委員会

●新資格検討委
員会

資格認定・研修
事業部

優れた運動能力のある子供たちの発掘と育成を目的とし
たニュージェネレーションテニスジュニアスカウトキャラバ
ンの実施をはじめ、育成・強化合宿、マッチキャンプ、海外
遠征など数多くのプログラムを行っております。
この他にも、テニスに触れる機会をより多く提供するテニス
PLAY&STAYイベント等の開催をしております。

●ジュニア育成委員会
●国内・国際大会委員会
●プレーヤー委員会
●TENNIS PLAY&STAY委員会

育成・普及事業部

本紙の発行をはじめ、JPTAの様々な活動の紹介、並びに
スポーツ文化、テニス界への貢献とより一層の協会イメー
ジ向上の為の諸活動。
JPTAオフィシャルスクールの認定、他団体主催行事の後
援、コンベンションの開催、運営をはじめ、関連諸団体がテ
ニスの普及、発展を推進する「テニスの日」（9月23日）諸
行事を実施しております。

●オフィシャルスクール・後援委員会
●広報委員会
●コンベンション委員会
●テニスの日委員会

広報・企画推進事業部

組織運営体制の統括をはじめ、会員である認定プロコー
チへの会員サービス（独自の保険サービスの提供／オフィ
シャルグッズの製作）を企画、提供。また、全国で活躍する認定プロコーチと地域社会の活性
化を目的とした地区会の実施や、協会周知活動を行ってお
ります。

●地区会委員会
●安全管理委員会
●公認・推薦・賛助委員会●会員サービス委員会

組織運営事業部

JPTA各事業部　活動内容のご案内
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今、JPTAを語る

　石黒修氏や柳恵誌郎氏、弟渡辺力とともに創設した当時は、先の見えな
い少数派の協会でしたが、「プロテニスコーチライセンスを構築しよう！」と
いうアイディアから、米国プロテニス協会との提携を進めていくことによ
り、一気にライセンスに魅力を感じ賛同する声が広まりました。
プロテストにも使用する様々な指導法を模索する中、平野三樹氏の協力の
もと理論的かつ実践的な指導法をUSPTAのプロテストの内容にミックス
し、JPTAならではの精緻な指導法が完成しました。

　当時は、コーチを生業にしていくことに不安も多く、多くの人が情報を求
めていました。
静岡県つま恋で行ったコンベンションには、そういったことからか400人
以上のJPTA認定プロコーチが集まったこともあります。
現在もまだまだ不安を感じるコーチも多いかと思いますが、今は時代の進
歩とともに多くの情報を早く収集できる環境にあります。

JPTAプロコーチには是非、時代にあったツールを活用し、道を切り開
き、プロコーチそれぞれ一人一人が光っていてほしいと願っています。

　「思いついたらやってみる」というのは、実はなかなか難しく、新しいこ
とを実行するには多くのハードルを乗り越えねばなりません。そんな時
はぜひテニスの環境だけでなく様々な環境に自身をおいて、視点を変え
てみてください。そこに流れている日常の中で、ふと自分を見たときに気
付くことがこれからの大きなきっかけになるかもしれません。

いつの時代もJPTA会員に求められるものは、アイディアとそれ
を実践する知恵と力です。誇りを持って頑張っていきましょう。
『アイディアを多く生み、アイディアを育てられる環境』を目指し、JPTAも
進化し続ける協会であるよう心から願い、私も尽力していきたいと思い
ます。

　現在、日本のジュニア選手の水準はどんどんあがり、世界と並ぶところ
まできています。この進歩を止めることなく、世界の先進的なテニスの動
きを貪欲に取り込み、指導者にもジュニア選手たちにも活躍してほしい
ものです。
錦織圭選手、奈良くるみ選手、土居美咲選手も出場した主催事業の
ニュージェネレーションテニスジュニアスカウトキャラバンは今年で19
年を数え、協会の宝のひとつとなりました。

私達は、このような事業を通して優れたコーチの活躍環境を多
く提案し、指導者の資質向上に努め、「会いたいと思っていただ
けるJPTAプロコーチ」を目指し、皆様には、「会いにいきたい
コーチ」に出会うことで生涯テニスを楽しんでいただきたいと、
心から願っています。

いつの時代もJPTA会員に
求められるものは、
アイディアと
それを実践する知恵と力。

全員で“よりよい方法”を
模索しつつ、
アイディアが活かされる
協会にしていきたい。

副会長
渡辺　功

副理事長
山本　育史

JPTAプロコーチとは
　選手時代から意識していたコーチ資格。より多くの知識を得ることを目
的として、私は日本プロテニス協会プロフェショナル1、日本テニス協会の
S級エリートコーチなどの資格を取得しました。
「指導者として、不確実な情報を提供したくない」という気持ちから、プロ
のコーチとして、より良い情報の提供とそれぞれのスタンスに合った説得
力のある指導を目指していきたいと思っています。

　JPTA資格試験（プロテスト）の大きな特色は、テニス技術はもちろんで
すが、プライベートレッスン、グループレッスンがそれぞれ試験の中に組み
込まれているということです。コーチとして実践ですぐに応用できること、
また、テスターからの直接のアドバイスもあり、より生徒さんのことを考え
たレッスン内容が充実しているプロテストです。
JPTA認定プロコーチは、一人一人が独立した方が多く、情報収集に熱心
な方がたくさんいらっしゃいます。セミナーなどでも多くの質問があげられ
ますし、決して一方通行ではなく、コーチングをそれぞれが進化させてい
る印象です。

ジュニア普及育成事業への取り組み
　ジュニア選手は、時代の流れに沿って大きく成長しております。
目の前の目標を第一にする気持ちは大切です。しかしながら、ただ“強くな
る”“勝つ”ことだけでなく、子供たちの“心を豊かにすること”を私自身も指導
者として心掛けていきたいと思っています。
テニスを通して、スポーツの楽しさはもちろん、自分と異なる年代の人との
コミュニケーションの取り方、感謝の気持ち、異なる文化、そういった日常
に関わる全てのことにテニスが繋がっていることの発見と実感。それが選手
たちにとって大切なものになってほしい。
近年、ジュニアのレッスンはプライベート化が多く見られますが、指導者の
皆さんにとっても、ジュニア選手にとってもその環境が決して“狭い環境”に
なることなく、豊かな人生に繋がるテニス経験となりますよう心より願って
います。

これからのJPTAの取り組み
　これからのJPTAは、コーチ同士のネットワークラインをもっと広げる
活動を目指します。他団体との繋がりをはじめ、まずは地域（地区会）での
つながりを強化できるような環境づくり、面識がなくても繋がっている
SNSなどのネットワークも活用し、困ったときに情報交換や話し合いが
行える、“今だからこそできること”にも目を向けていきたいと思います。

　それぞれの個人、スクールのPRとともに、多くの経験をされてきたベテ
ラン会員の皆様からは、より多くの経験値や歴史を若い世代に伝えてい
ただくこと。若い世代の会員の皆様は、発表できる場所、アイディアを提案
することなど多くのことに挑戦していただき、全員で“よりよい方法”を
模索しつつ、アイディアが活かされる協会にしていきたいと考え
ております。
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JPTAでは、テニスの指導に関心がある方を対象に、専門的知識と指導力を兼備し、適切なコーチングを施すプロフェッショナル
を養成し、認定する事業を実施しています。 
JPTA認定のプロコーチは、多様化・高度化するニーズに対応した質の高い指導を広く積極的に行っています。

JPTA認定プロコーチ受験をご検討の皆様へ

20歳以上の職業コーチ（資格取得希望者）を対象
に行い、プロテスト受験を検討している方や、将
来的に「P2」および「P1」への昇級を目指す現
会員（UP講習会）を対象としております。

講習会
入会試験であるプロテストに合格すると指導技術
に応じた『JPTA認定プロフェッショナル』ならびに
『USPTA認定プロフェッショナル』の資格が取得
できます。
※インストラクターは、 JPTA認定資格のみとなります。

プロテスト

2016年度 資格認定・研修事業部　講習会・プロテスト日程 予定一覧

メガロス綱島（神奈川）

北九州ウエストサイド（福岡）

宮の森スポーツ倶楽部（北海道）

GODAIテニスカレッジ船橋（千葉）

青野運動公苑（兵庫）

東京 or 千葉

9/2（金）

9/5（月）

10/29（土）

11/14（月）

12/12（月）

1/16（月）

8/19

8/4

9/28

10/30

11/11

調整中

新規講習会 締切日

※会場調整中
※予定

UP講習会 締切日
※会場調整中

※予定
1/16（月） 東京 or 千葉 調整中

※ 最少催行人数は、4名となっております。最少催行人数に満たない場合は開催中止となりますので、予めご了承ください最少催行人数　4名

北九州ウエストサイド（福岡）
TOPインドアステージ多摩（東京）

ロングウッド長久手（愛知）

宮の森スポーツ倶楽部（北海道）

青野運動公苑（兵庫）

GODAIテニスカレッジ船橋（千葉）
JPTA事務局会議室

9/5（月）～6（火）

10/4（月）～5（土）

10/9（日）～10（月）

10/29（土）～30（日）

12/12（月）～13（火）

2/20（月）～21（火）

プロテスト 締切日

8/4

9/8

9/8

9/28

11/11

1/19

私達と一緒にプロコーチとして
活躍しませんか。

 

P1 

P2 

P3 

インストラクター 

資
格
の
レ
ベ
ル 

20歳以上の職業コーチ 
（資格取得希望者） 

直接プロテスト受験 

資格認定講習会受講後 
プロテスト受験 

Professional 1 
プロフェッショナル１ 

Professional 2 
プロフェッショナル2 

Professional 3 
プロフェッショナル3 

インストラクター 

   USPTA認定     JPTA認定 

Professional 
プロフェッショナル 

Elite Professional 
エリート プロフェッショナル 

※インストラクターは、JPTA認定資格のみ 

P1 
 
P2 
 
P3 
 
I 

JPTA事務局会議室
TOPインドアステージ多摩（東京）
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地区会とは･･･
全国に12地区を設け、JPTA認定コーチの各地域での活動がより活性化されるよう、地区会を開催しております。
各地区を代表する地区長、幹事を中心に、会員同士の交流をはじめ、有益な情報共有・提供の場としてベテラン、若手を問わず多数の会員が集まり、
セミナー等が同時に開催されています。一般の方もご参加いただけます。

開催日：4月19日　参加者：15名　会場：JPTA事務局会議室
日本プロテニス協会会議室にて、全国から地区長にお越しいただき地区
長会議が開催されました。各地区での活動報告と、平成28年度の予定事
業等について、各事業部・委員会よりお願い、今後の地区会について話合
いがなされました。

■試合形式：当日抽選によるダブルス（女性15ハンデあり）
■試合方法：リーグ戦後、順位別トーナメント　■JPTAポイント：1ポイント　■毎月第2日曜日に開催

地区会活動報告

■地区長会議

■各地区の活動報告

■神奈川地区■　月例地区練習会「賞金付」

■関東地区会■ 4月3日

■関西地区会■ 5月29日

■東京地区会■ 6月29日

参加者：12名
会　場：メガロス柏
講　師：メガロス柏フィットネスチーフコーチ

田邊 浩之氏
テーマ・内容：地区練習会（ダブルス20分マッチ）

TRX講習会「重力と自重を活用するエクササイズ」
／地区会／懇親会

参加者：25名
会　場：靭テニスセンター会議室
講　師：(公財)日本体育協会公認アスレティックトレーナー

播磨 哲氏
テーマ・内容：「発育過程から見る体幹コーディネーショ
　　　　　　ントレーニング」
　　　　　　オンデスクセミナー／マットを使用した
　　　　　　トレーニング／地区会／懇親会

参加者：14名
会　場：JPTA事務局会議室
講　師：ホリバインターナショナル株式会社代表取締役

小野 貴之会員
テーマ・内容：①好条件ではないテニス施設で一流の
人数を集める秘訣について200名からスタートし現在
約2,000名まで集客させた運営方法
②フットサルビジネスを取り入れた経緯と今後の展開について
／地区会／懇親会

神奈川地区では毎月スクール所属の現役コーチの為の練習会を開催し、勉強しながら交流を深めています。

■今後の地区会・地区セミナー

毎月第2日曜日

開催日
2月14日
3月13日
4月10日　
5月8日
6月12日

8月28日
8月～
毎月第2日曜日

東海地区会（地区練習会／テニスの日名物企画“100万人ボレーボレー”同時開催）

神奈川地区会（地区練習会）

参加者
9名
14名
8名
8名
12名

会場
小田急藤沢テニスガーデン
OTSテニススクール南町田校
OTSテニススクール南町田校
OTSテニススクール南町田校
OTSテニススクール南町田校

優勝
細谷 勝美 会員、中野 智子 コーチ
江川 潤 会員、高橋 葉月 会員
三森 康史 会員、中巻 南洋 コーチ
高橋 葉月 会員、大貫 弘二 会員
細谷 勝美 会員、大貫 弘二 会員
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■ 2015年度 第18回 ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン 全国大会
　 最優秀選手・優秀選手一覧

■ JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 全国大会
　第2回U14&U12,第4回グリーンボールU10

2015年度
ニュージェネレーションテニス全国大会開催報告

育成普及事業部 事業部長　 荒井　英樹
全国大会委員会 委員長　　 藤沼　敏則
ジュニア育成委員会 委員長　藤井　渉

今年もニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン全国大会が無
事終了しました。
　今大会でジュニアスカウトキャラバンが18年目を迎え、卒業していった奈良くる
み選手や土居美咲選手など多くの選手たちが活躍し、本当にうれしく感慨深いも
のがあります。
このニュージェネレーションテニスは、「将来の原石を発掘する」スカウトキャラバ
ンと、「テニスの実力者を選抜する」トーナメントに分かれています。この双方の大会
は海外予選も行われ、海外からも参加できる日本で唯一のJPTA独自の大会です。
　今年も国内約80ケ所にて予選会を開催し、参加資格を得た332名の子供たち
が集結し、熱い戦いを繰り広げました。これも予選会を開催していただきました会
員の皆様のご協力の賜物と、心から感謝いたしております。
　そして参加した子供たちに、「夢」・「楽しさ」を持ち帰ってもらえるよう特別審査
員として、田村伸也プロ・藤井渉プロ・茶圓鉄也プロ・山本育史プロ・新井麻葵プ
ロ・藤原里華プロなど多くのプロプレーヤーの方々にご協力いただきました。
　2016年度も既に地区大会がスタートしておりますが、もっと多くの子供たちに
「テニスの楽しさ」を感じてもらえるような大会にしたいと思っております。その為に
は会員の皆様のご協力が不可欠となってまいります。ぜひご興味のある方は、事務
局へお問い合わせください。ジュニア育成委員一同心よりお待ちいたしております。
　最後になりますが、ご協力いただきました後援各社様、公認企業様、日本女子
テニス連盟福岡県支部様、JPTA会員の皆様、サポートいただきました全ての皆様
に、厚く御礼申し上げます。

選考結果
最優秀選手

最優秀選手

優秀選手

優秀選手

優秀選手

優秀選手

優秀選手

選考結果
最優秀選手

最優秀選手

優秀選手

優秀選手

優秀選手

優秀選手

優秀選手

氏名
二宮 茉子

名倉 果甫

永澤 亜桜香

岡田 幸人

鈴木 朝陽

斎藤 翔太

瀬戸 祐希奈

学年
小4

小4

小4

小5

小4

小6

小4

所属
佐鳴台ローンテニスクラブ

アズールテニスアカデミー

テニスガーデン広陵

ＫＪＴＣ

ウイニングショット

ファミリーITS

大林TS

高学年の部

Ｕ10男子

氏名
齋藤 咲良

熊谷 帆夏

香川 荘太

鈴木 遼央

今野 凜子

室井 仁茄

木下 晴結

学年
小3

小2

年長

小1

小3

小2

小3

所属
ミナミグリーンテニスクラブ

さくらテニスクラブ

PDT

ブレスパティオテニスクラブ

VIP Tennis Academy

Team REC

香里グリーンテニスクラブ

低学年の部（年長含む）

優勝 山本　拓 小4 K-powersマートテニスガーデン

Ｕ12男子
優勝 磯村　志 中１ やすいそ庭球部

Ｕ14男子
優勝 青木　響真 中2 北九州ウエストサイドテニスクラブ

Ｕ10女子
優勝 友枝　夢 小4 油山ＴＣ

Ｕ12女子
優勝 中川原　凜 小6 グローバルアリーナ

Ｕ14女子
優勝 山口　藍 中1 ＲＫＫルーデンスＴＣ

開催日：2016年2月19日（金）～21日（日）

※2015年度の学年です。
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2016年度
第19回 ニュージェネレーションテニス・
ジュニアスカウトキャラバン 地区選考会会場

全国大会　2017年2月18日（土）～19日（日）

2016年度
JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
第3回U14&U12,第5回グリーンボールU10
地区大会会場

追加日程や変更情報はHPを更新していきますので、そちらをご参照ください。予備日設定の無いアウトドアの会場につきましては荒天時は中止となります。ご了承ください。

全国大会　U12,U14：2017年2月16日（木）～18日（土）
　　　　　　　 U10：2017年2月17日（金）～18日（土）

北信越

関東

関東

関東

近畿

東海

中国・四国

中国・四国

東海

関東

東海

関東

北信越

関東

関東

関東

北信越

中国・四国

東海

関東

関東

近畿

北海道

東海

九州

近畿

東海

関東

東海

東北

関東

沖縄

スポーツドームエアーズ

メガロス草加

メガロス横浜

メガロス八王子

駒ヶ谷テニスコート

メガロス浜松

ロングウッド藍住

遊プラザテニススクール

花川運動公園（サマーキャンプ）

メガロス神奈川

メガロス千種

メガロス柏

軽井沢インドアテニスコート

メガロス綱島

エストテニスクラブ甲府

青葉台ローンテニススクール

グリーンインドアテニススクール

広島広域公園テニスコート(屋内ハードコート)

ロングウッド森林

TOPインドアステージ多摩

ゆうぽうと世田谷レクセンター

テニスアカデミー クレセント城陽校

宮の森スポーツ倶楽部 宮の森校

アズールテニスアカデミー

北九州市立　穴生ドーム

C`ｓラケットクラブ

三島市民体育館 文教テニスコート

アルドール北松戸

DREAM TENNIS ACADEMY HAMAMATSU

山形県総合運動公園内テニスコート

MIRAI TENNIS ACADEMY

調整中

6/26(日)

7/18(月)

7/29(金)

7/29(金)

7/30(土)

8/5(金)

8/7(日)

8/12(金)

8/17(水)

8/19(金)

8/19(金)

8/26(金)

8/28(日)

9/2(金)

9/19(月)

9/19(月)

9/22(木)

9/23(金)

10/2（日）

10/2(日)

10/10(月)

10/23(日)

10月末

10/30(日)

11/3(木)

11/6(日)

11/13(日)

11/23(水)

11/27(日)

11/27(日)

調整中

調整中

予備日10/9(日)

予備日10/30(日)

予備日11/13(日)

予備日12/3(土)

地区 会場名 開催日・予備日

坂本 龍

青木 宏道

茅原 亘

蓑田 恭大

豊田 光陽

吉開 律

田中 岳哉

牛山 豊彦

水澤 和正

水澤 和正

（有）テンション 梶下 欣昭

岡部 幸人

木村 聡

JPTA事務局

藤本 公孝

井澤 英基

荒井 英樹

北九州ウエスト 井上 丈士

大竹 基史　

久保田 祐実

盛永 英明

鈴木 啓介

髙内 博之

小林 祐樹

御園生 芳裕

053-411-4141

088-693-0040

086-255-5556

045-430-4300

052-745-9500

04-7168-2103

0267-41-0951

045-540-3600

055-280-5111

045-984-8387

025-523-6015

082-284-3624

052-736-4000

042-670-8881

03-5791-1965

0774-53-7606

011-644-8822

0568-55-6566

093-602-2600

072-458-1355

055-987-7570

047-330-2177

053-401-8288

080-3324-1211

045-369-7785

問合わせ先・担当者

終了

終了

終了

終了

終了

喜久里 敏

JPTA事務局

近畿

東北

東北

近畿

東海

九州

中国・四国

近畿

近畿

近畿

中国・四国

関東

東海

関東

東海

近畿

九州

北信越

近畿

東海

関東

東北

近畿

東北

北海道

関東

沖縄

7/18(月)

7/23(土)

7/30(土)

8/7(日)

8/17(水)

8/20(土)

8/23(火)・8/24(水)

8/25(木)・8/26(金)

8/28(日)

8/30(火)・8/31(水)

9/10(土)・9/11(日)

9/19(月)

9/19(月)

9/19(月)

9/22(木)

9/22(木)

9/24(土)・9/25(日)

9/24(土)

9/25(日)

10/2(日)

10/8（土）～10（月）

10/8(土)

10/10(月)

11/26(土)・11/27(日)

調整中

調整中

調整中

予備日9/17(土)・9/4(日)

予備日9/19(月)

予備日10/1(土)

予備日11/6(日)

予備日10/2(日)

予備日9/25(日)

予備日12/4(日)

予備日10/23(日)

U10

U12

U12

U12男子

U10、U12、U14

U10、U12、U14

U10、U12、U14

U10

U12女子

U14

U10、U12、U14

U10、U12、U14

U10

U12

U12

U12

U10、U12、U14

U10、U12、U14

U14

U14

U10、U12、U14

U10

U12

U14

U10、U12、U14

MIRAI TENNIS ACADEMY

調整中

ミズノテニスプラザサウサリート

山辺町町民テニスコート 男子

山辺町町民テニスコート 女子

C`ｓラケットクラブ　男子

花川運動公園（サマーキャンプ）

熊本県民運動公園テニスコート

広島広域公園テニスコート

C`ｓラケットクラブ

C`ｓラケットクラブ

C`ｓラケットクラブ

鳴門総合運動公園・JAバンク蔵本公園

大磯プリンスホテル

アズールテニスアカデミー

石井真テニスアカデミー和光校

アズールテニスアカデミー

紀三井寺公園庭球場

三萩野庭球場

上越総合運動公園

紀三井寺公園庭球場

アズールテニスアカデミー

アルドール北松戸

山辺町町民テニスコート

ミズノテニスプラザサウサリート

山形県総合運動公園内テニスコート

宮の森スポーツ倶楽部 宮の森校

喜久里 敏

JPTA事務局

終了

終了

072-458-1355

096-200-3788

082-284-3624

072-458-1355

072-458-1355

072-458-1355

088-693-0040

0568-55-6566

0568-55-6566

048-464-4662

0568-55-6566

073-423-5530

093-602-2600

025-523-6015

073-423-5530

0568-55-6566

047-330-2178

080-3324-1211

0798-71-0706

080-3324-1211

011-644-8822

045-369-7785

大竹 基史

スターテニススクール
行森 寛朗

（有）テンション 梶下 欣昭

大竹 基史

大竹 基史

大竹 基史

ロングウッド藍住 青木 宏道

荒井 英樹

齋藤
（株）フェニックススポーツ

松田 啓祐

荒井 英樹

神野 義雄
Let'sテニスプラザ西浜

神野 義雄
Let'sテニスプラザ西浜

北九州ウエスト 井上 丈士

水澤 和正

荒井 英樹

盛永 英明

髙内 博之

松任 由美

髙内 博之

井澤 英基

小林 祐樹

終了

地区 会場名・カテゴリー 開催日・予備日 問合わせ先・担当者
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　第1回のスプリングキャンプでは基本練習をメインに考えていましたので、基本練習の時間を多くとり、良いキャンプが出来たと思います。選手の中
には、手に豆が出来、つぶれてしまった選手も数名いましたが、選手達もたくさんボールを打てて、各自確認と新たな目標を持つことが出来たと考えて
います。
　今回は、前回の全国大会での最優秀・優秀選手達だけのグループを作り、田村プロに担当していただきました。第2回（次回）サマーキャンプでは最
優秀・優秀を別に分けての練習は難しいと考えられますので、特別に練習する時間を設けたいと思います。試合を行いたい選手もいましたが、それは
マッチキャンプを開催しておりますので、そちらで力試しをしていただければと思います。
　天候にも恵まれ、良いキャンプが出来たと自負しております。ご尽力くださった皆様、ありがとうございました。

ジュニア育成委員会 委員長　藤井　渉

日程：2016年5月27日(金)～29日(日）
会場：東急サニーパーク浜名湖
スタッフ：藤井 渉 ジュニア育成委員長、藤沼 敏則 ジュニア育成副委員長

田村 伸也 育成強化コーチ、太田 耕造 育成・普及副事業部長
参加ジュニア人数：37名

第1回育成・強化合宿&ジュニアスプリングキャンプ

27日(金)午後　ストローク
28日(土)午前　ボレー（ネットプレー）

午後　ストロークとネットプレーを組み合わせたドリル
29日(日)午前　それまでの確認と各コート別にドリル

活動内容

育成・強化メンバー及びJPTAニュージェネレーションテニス全国大
会出場者の中から、戦績と将来性を考慮し、ジュニア育成委員会によ
る選考、決定を経て、将来性のある有望な選手を選抜し、世界で活躍
できる事を目的に育成します。
選抜された選手を「チームエリート」とします。

ELITE program
2016年度からスタート!!

エリートプログラム

１.選手のクラブへコーチが出向いてのレッスンの実施
　年3回の育成・強化合宿内でもエリートのレッスンを実施
２.国内の国際大会において予選のワイルドカード申請
３.テニス技量の個別相談
４.プライベートレッスンの実施
５.メーカーサポートの紹介 
６.国内・海外にて行われる試合への帯同 等

プログラム内容

2016　チームエリート
青木　響真（北九州ウエストサイドテニスクラブ）
三井　駿介（アクトスポーツクラブ）
山口　藍（RKKルーデンス）
中川原　凜（グローバルアリーナ）
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2016年度ロサンゼルス遠征報告

日程：2016年６月６日（月）－６月２１日（火） 14泊16日
場所：アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルス郡トーランス市
参加者：12名
スタッフ：ジュニア育成委員会　副委員長　藤沼　敏則
　　　　育成・普及事業部　　副部長　　平沢　潤
現地スタッフ：河野 良武 

1.ウエストエンドラケットクラブにて練習・対抗戦
  （ステファニー・ランスドープさん）
2.ロバート・ランスドープ氏によるレッスン
3.ジャククレーマーテニスクラブにて練習
4.デニス・リザ氏によるレッスン
5.平沢副事業部長のテニスクラブにて練習
6.マンハッタンビーチ・近隣公園でのトレーニング、ランニング
7.アメリカの文化に慣れる

　今回のロサンゼルス遠征では、「テニスに取り組む姿勢」をテーマに
し、毎日のミーティングでその日の練習を振り返り、翌日には実践でき
るように指導しました。また帰国してから続けていくことがより大切で
あることを理解してもらう事や、共同生活（学校や社会）の中で一番大
切な「ルール」と「マナー」について、子供たち全員が理解し実践できる
ようにすることを最大の目的としました。
　今回は、小学4年生（10歳）から中学3年生（15歳）の男女12名が
参加しました。
6月6日～17日の午前2時間、午後2時間はロバートコーチとステファ
ニーコーチのレッスンを受け、10日・17日の2日は練習後18時～20
時過ぎまで、ジャッククレーマーテニスクラブにて、合同練習会や対抗
戦にも参加しました。また、18日はデニスコーチのレッスンも受けるこ
とができ、本当に充実した遠征になったと感じています。
　参加した子供たちが協力し助け合ってくれたお陰で、大きな怪我や
問題も一切なく無事に帰国できたことに、心から感謝しています。
　今回の遠征を終え、子供たちがそれぞれ自分のホームグラウンドへ
帰った後、この遠征で感じ、そして得たものを継続し、自身の人生に役
立ててくれることを願ってやみません。
「継続は力なり」と言いますが、ロス遠征は、今回で10回目を迎える事
が出来ました。これも1回目からホテルの料金交渉、レンタカーの手
配、現地テニスクラブとの対抗戦や練習会のセッティング、そしてガッ
ト張りから遠征中のフォローまで、本当に親身になって協力いただい
た平沢潤副事業部長（ロサンゼルス在住）のお陰と心より感謝してい
ます。また、ロバートコーチやステファニーコーチのスペシャルワークア
ウトをコーディネートしていただいた辻野隆三プロにも、心より感謝し
ています。本当に多くの方々のご協力で開催出来ているこの遠征をさ
らに良いものにしていけるように、今後もジュニア育成委員会一同努
力していく所存でおりますので、今後とも会員皆様のご協力を宜しく願
いいたします。
　最後になりますが、この遠征にご協力いただきましたすべての方に
感謝の言葉を述べさせて頂きたいと思います。皆様本当に有り難うご
ざいました。

ジュニア育成委員会　副委員長　藤沼　敏則 

会場：東急サニーパーク浜名湖

マッチキャンプ
試合のみとことん行うマッチキャンプを今年から開始いたしました。
マッチキャンプは1面に4人の計算で募集人数を決めています。各選手、2日間で8～9セット行え
る予定です。第1回に参加した選手の中には2日目の朝には筋肉痛になる選手が数名おり、日頃
マッチ練習を行っている選手が少ないと感じました。これからも開催を予定していますので、マッ
チ練習を行いたい方は是非ご参加ください。

開催報告

■ 4月23,24日　第1回マッチキャンプ　参加者32名
■ 7月9,10日　  第2回マッチキャンプ　参加者20名
■ 9月17～19日第3回マッチキャンプ　開催予定
　 要項はHPをご確認下さい。

2016ロサンゼルス遠征中の主なアクティビティ

●ステファニー・ランスドープ コーチ
ロバート・ランスドープコーチのご息女。ジュニア時代は全米トッププレーヤーとし
て活躍したコーチです。
●ロバート・ランスドープ コーチ
ビタス・ゲルレイテス、ジョン・マッケンロー、トレーシー・オースチン、エリオット・テ
ルシャー、ステファニー・レーヒ、ピート・サンプラス、リンゼー・ダベンポート、マリ
ア・シャラポワ等を育成し、世界一のテニスプレーヤーを輩出したコーチです。
●デニス・リザ コーチ
ピート・サンプラス（9歳～12歳）、リンゼー・ダベンポート（8歳～10歳）など、アメ
リカを代表する選手のジュニア時代のコーチとして有名。アメリカ・ジュニアデビス
カップ監督なども努める、アメリカを代表する育成コーチです。

プロフィール
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大藤　　圭 プロフェッショナル3 スウィング89
　JPTA入会後は、JPTAで学んだ正しい知識を生かして、現在テニスをやっている
方や、これからテニスを始める方に正しい知識や楽しさを伝えていけるよう、努力し
ていきたいと思っています。その中で、1人でも多くの方がテニスを生涯スポーツに
して頂けるようレッスンを行いたいと思います。その為に、今後は自分の知識や技術
の向上を常に目指し、努力や初心を忘れないよう心がけていきます。

米谷　朋寛　プロフェッショナル3 遊プラザテニススクール
　テニスの楽しさは人それぞれ違う味を持っていますが、世界中で同じルール・マ
ナー・コートの広さ・ボールと共通したものから広がる楽しみは無限大です。多方面
からテニスの楽しさを伝えていき、その方に残していける自分に成っていければと
思っています。心がけていることは、いつの時も一生懸命です。

伊東　   蓮　プロフェッショナル3　 　　 　株式会社テニスラウンジ
　私がテニスコーチになりたいと思ったきっかけは、私がケガをして思いきって試
合をすることができなくなったからです。私のようにケガをしてテニスが思いきりで
きなくならないように人間健康学を学び、人間の体について知り、テニスをされてる
方のサポートが出来たらいいなと思いテニスコーチという職業を選びました。今後
は、「テニスは生涯スポーツ」という事をより普及できるように尽力していきたいと
思います。

大橋　勇人　プロフェッショナル3 サントピアテニスパーク
　何とかプロフェッショナル3を取得することができました。取得までではなく取得
してからが大事だと思います。これからはプロフェッショナル3の資格に恥じないよ
うなレッスンをしてお客様のテニスの手助けをしていきたいと思っています。よろし
くお願い致します。

渡辺　一樹　プロフェッショナル3　　　株式会社ユニコーンジップテニスアリーナ大宮
　横浜にあるGODAIテニスコーチ学校の第1期生として卒業し、この度、JPTAに
入会させていただきました。まだまだテニスコーチとして新米ですが、常に向上心を
持って、お客様に満足してもらえるようなレッスンを提供してまいりたいと思ってお
ります。どうぞよろしくお願い致します。

杉田　有司　プロフェッショナル3 和歌山インドアテニスクラブ
　私は、これから元気で明るくレッスンを提供していきたいです。そして、生徒全員
が楽しくテニスが出来る様にコーチングをしていきたいです。特技は、スポーツ全般
が出来る事。体力にも凄く自信があります。これを活かし、テニスコーチとしてこれ
からも頑張ります。

大塚　隼人　プロフェッショナル3　  野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 メガロス 綱島店
　この度、入会させて頂くことになりました大塚です。私は、テニスを始めたのが社
会人になってからでしたが、テニスの楽しさを知り、この楽しさを多くの人に知って
もらいたいと思い、テニスコーチになりました。テニスコーチとしてまだまだ未熟な
所もありますが、これからもっと成長していきたいと思います。ご指導ご鞭撻の程、
宜しくお願いします。

平澤　裕亮　プロフェッショナル3桜田倶楽部　　 東京テニスカレッジ
　テニス界を盛り上げる為に、様々な事に挑戦していきます。そして、プロとしての
自覚を持ち、勤務先でのレッスンに責任を持ってお客様と接していきます。GODAI
テニスコーチ学校を卒業しましたので、GODAIで学んだことも活かしてテニス界で
活躍していきたいと思います。

吉岡　俊亮　プロフェッショナル3　   　TENNIS CLUB YOSHIOKA
　この度、日本プロテニス協会へ入会させて頂くことになりました吉岡と申します。
今回、プロテストを受験し、たくさんの事を勉強することが出来ました。今回の入会
をきっかけに更に精進していけるよう努めたいと思います。これからは、協会の一員
として、プロコーチとして恥ずかしくない行動を心がけていきたいです。今後ともご
指導ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

秋元　　修　　プロフェッショナル3　　経堂インドアテニススクール
　私は、大学在学時より26年間、主に東京都世田谷区にある経堂インドアテニス
スクールでコーチとして勤務して参りました。去年、今後の人生テニスを生業にす
る決意を致しました。そこで、資格の必要性を考え、今までの自分のレベルを知る
事も含めて、当協会のプロテストを受験致しました。自分自身、至らない点が多々あ
るので、今後は当協会のイベント・研修会等に参加して、刺激を頂きながら学習した
いと考えております。そして、自身のテニス向上と日々のレッスンでお客様に還元出
来る様努めて行きたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。

長谷川真浩　 プロフェッショナル3　  有限会社コスモテニスカレッヂ 
　長年独学でコーチングをしてきました。今回プロテストを受験する機会に恵ま
れ、大変刺激を受けました。特に、新規講習会のグループレッスンでの講師の理解
しやすい説明とコーチングは勉強になりました。今後は、プロテストでの知識と自身
の経験値をコラボしたコーチングを実践していきたいと思います。

加藤　太郎　 プロフェッショナル3　  有限会社コスモテニスカレッヂ 
　高校からテニスを始めて、あっという間に数十年が過ぎました。テニスを始めた
ばかりの時は壁が相手。上手な方とは練習できず、自分は上達したら、初心者の方
と練習するぞ！と思っていました。そんな考えを持ち時が流れ、現在テニスの仕事に
就く事ができ、コーチという仕事もさせて頂きありがたく思います。これからもテニ
スを通じて色々な方との出会いを楽しみに、テニスの楽しさ、スポーツの楽しさを伝
えていきたいと思います。

大坂　公一　 プロフェッショナル3　  有限会社コスモテニスカレッヂ
　練馬区光が丘の南部テニススクールに所属している大坂公一と申します。現在
ジュニアから一般まで幅広くレッスンをさせていただており、コーチ歴は20年にな
ります。一般の方へは、一生涯テニスを楽しんでいただく為に、体に無理のない
フォームで気持ち良くボールが打てるようになっていただくことをモットーにし、楽
しく運動をしているうちに自然に上達できるレッスンを目指しています。ジュニアに
はテニスの楽しさを知ってもらうことを心掛けています。テニスを通じて、心身とも
に健康な人になってもらえることを目指しています。今後更に皆さまに喜んでいただ
けるよう勉強を続けたいと思っています。よろしくお願いいたします。

新入会会員挨拶
※2016年1月JPTA NEWS発行以降に入会手続完了の新規会員のご紹介です。

宮地　一道    プロフェッショナル3 
　テニスを通じて、世界中の1人でも多くの人達と交流を持つ。テニスの普及活動
の為に、簡単で理解しやすい指導方法を常に勉強し、自己のテニススキルアップの
努力をしていきます。

中村　泰斗    プロフェッショナル3　     TOPインドアステージ 亀戸
　私自身のスキルアップはもちろんですが、より良いレッスンをお客様に提供する為
に今回、日本プロテニス協会の試験を受験させていただきました。テニスの試験を
受験するのは初めての体験でしたし、更に外部の方にレッスンを評価していただく
ことで、良い点・悪い点が明確になり、今後改善していかなければいけない点や私
が視野に入れていなかった点が発見でき、非常に嬉しく感じるのとともに、今後の
モチベーション向上に繋がりました。今後、より精進し、一歩一歩焦らずスキルアッ
プし、必ずプロフェッショナル1を取得したいと考えております。

冨山　彬宏    プロフェッショナル3　     TOPインドアステージ 亀戸
　講習会を受けさせて頂いた際に色々な発見をすることができました。この発見を
自分なりにアレンジして生徒の皆さんに合わせて伝え方を変えていき、多くの方々
に新たな発見を伝えることができました。これからは、楽しい雰囲気だけではなく、
学んだ見極め、矯正などをレッスンで活用し、指導力もあるコーチを目指して頑
張っていきたいと思います。

木下　　翔 　プロフェッショナル2　     TOPインドアステージ 亀戸
　今回試験を受けさせて頂き、指導する方法は無限にあると感じました。同じ事を
違う切り口で伝える、言い回しを変える等の工夫をするのはもちろんの事、そのお
客様のニーズ、要望をしっかりと聞き出してそこに導く、まさにテニスコーチの魅力
と再認識しました。今回学んだ事、今まで培ってきたものを活かして今後ともレッス
ンに励み、テニススクール、テニス業界全体を盛り上げられる様にしていきたいと
思います。

氏　名 資　格 勤務先 氏　名 資　格 勤務先

森川　太一　プロフェッショナル3　 　ニッケコルトンテニスガーデン
　私は、岐阜県出身です。テニスは小学校4年生から始めました。テニスコーチとし
てはまだまだですが、テニス界のために全力で頑張ります。明るく楽しいレッスンを
モットーにして頑張りますのでよろしくお願いします。
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氏　名 資　格 勤務先

梶山　淳平 プロフェッショナル2　　　　　   HOS花園スタジアム
　この度、JPTAに入会いたしました梶山淳平と申します。テストに合格した事が
ゴールではないので、テニスコーチとして日々学んでいきたいと思います。今後もテ
ニスを好きになってくださる方をどんどん増やし、テニス界に貢献していきたいと思
います。

小澤　伸男 プロフェッショナル3　　  株式会社ゼストテニスクラブ  
　初めまして！！小澤伸男です。今年でコーチ歴は10年になります。テニスは、小学
生の時から始めたので、約16年になります。今まで様々な大会に出場してきたの
で、その経験をみなさまにお伝えできればと思っております。今後はもっと勉強をし
て、より良いレッスンを行えるよう精一杯努力していきます。

日吉　康仁　プロフェッショナル3　　　    株式会社佐々テニス企画
　JPTAに入会できたことにより、一人でも多くのテニスファンを作るよう努めてい
きます。またテニスをすることによってたくさんの笑顔が溢れるようなレッスンを心
がけます。

山元　俊英　インストラクター　　　　        HOS小阪テニスクラブ
　少しでも多くの知識、技術を修得していき、お客様にとって心から教えてほしいと
思って頂けるコーチを目指します。常に向上心を忘れず、学ぶ姿勢を大切にし、日々
コーチングスキルの向上に努めていきます。よろしくお願い致します。

氏　名 資　格 勤務先

豊田　拓巳 プロフェッショナル3　　　　　  ちよだテニススクール
　この度、日本プロテニス協会の一員となることができました、ちよだテニススクー
ル代表の豊田拓巳と申します。少しでも多くの方々にテニスを楽しんでいただける
よう、テニスの魅力を伝え、精力的に普及活動を行っていきたいと思います。まだま
だ未熟で至らない点も多々あるかと思いますが、誠心誠意頑張って参りますので、
ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

高瀬　公行 プロフェッショナル3　　　　　　  　ロングウッド藍住
　JPTA会員となったこの日の気持ちを忘れず、日々レッスンに励むつもりです。生
涯の仕事として諸先輩方のようにテニス界の発展戦力になれるように教養、行動、
人間性などを高めて、総合的に力をつけて、誰からも慕われるようなテニスコーチ
になるように努力しようと思います。成果自体はすぐに出るとは思いませんが、自分
自身の形になるように成長していきたいと思います。

吉開　　律 プロフェッショナル2　　野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 メガロス柏
　初めまして、メガロスの吉開と申します。この度、コーチとしてのスキルアップと指
導技術の向上を目的として受験させていただきました。
　今回受験し、改めて私の実力と足りない部分がわかりました。今後もコーチとし
ての腕を磨き、テニスの発展に尽力させていただきます。よろしくお願いします。

大橋　一寛 インストラクター　　　        株式会社佐々テニス企画
　この度、JPTAに入会いたしました大橋一寛です。まだ新人故に未熟者ではあり
ますが、日々勉強し、精進し一人でも多くの方にテニスの楽しさを伝えていこうと思
います。これからよろしくお願い致します。

プロテスト（UPテスト）資格昇級者

日　時：　2016/5/9（月）、10（火）
場所：　青野運動公苑（兵庫）
受験者数（新規含む）：　10名

詳しくは、協会ホームページよりご確認いただけます。

※会員様限定公開（会員専用サイト）の特集ページの準備をしており、第１弾は、現会員様向けの『UP講習会』を特集予定です。是非お楽しみに。

会員番号

3857

3859

3861

会員番号

2905

3571

氏名

柴原　正人

小泉　哲

資格

P1

P1

氏名

石垣　諒

小出　洋平

関口　賢一

資格

P2

P2

P2

勤務先

青野運動公苑 アオノテニスクラブ

青野運動公苑 アオノテニスクラブ

日　時： 2016/2/22（月）、23（火）
場　所： 22日：GODAIテニスカレッジ船橋（千葉）
　　　  23日：JPTA事務局（東京）
受験者数（新規含む）： 22名

勤務先

GODAIテニスカレッジ亀戸校

GODAIテニスカレッジ亀戸校

GODAIテニスカレッジ亀戸校

JPTA講習会並びにプロテストの受講、受験をご検討の方はP4のスケジュールもご参照ください。

講習会

JPTAホームページ【HOME】QRコード

プロテスト

http://www.jpta.or.jp/active/certify/lecture/

http://www.jpta.or.jp/active/certify/protest/

最新情報はインフォメーションに随時掲載しております。併せてご確認ください。 HOME＞活動内容＞資格認定
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前日の雨があがり好天に
恵まれましたが、この時期に
しては気温が低く季節風も強
い中、たくさんの参加者に楽しん

でいただくことができました。
　今回は例年より少ないスタッフでの

開催となりましたが、防球ネットを越えさせ
てしまう風に対する安全対策やボールが車道に出な

いよう神経を使う役割、ティッシュ配布や着ぐるみの稼働など、スタッフ全
員が本当に頑張ってくださいました。
また今回は業種を越えた協賛金もあり、テニスの幅広い普及に繋がる事
への期待を持つことができました。
また、熊本地震義援金募金を同時に行い、快く賛同してくださる方や幼い
子供が募金箱にさりげなく入れてくれる姿には本当に感謝の一言でした。
集まりました義援金はそのまま神戸新聞社事務所に預け、神戸新聞厚生
事業団様を通して被災地へと送られました。
　
　今回も昨年同様に関西ローカル番組「いいね！テニス」様の取材があ
り、お笑いコンビ「あらじお」のお二人は10時から16時まで開催時間中全
てロケを行い、我々スタッフと一緒にティッシュ配布・オンコート・集客活動
をしてくださいました。番組のＳＮＳを見て来場された参加者もあり、大変
盛り上がりました。
　今回も大きな事故やトラブルもなく無事に終わる事ができ、参加された
方からは「是非習いたいので自宅近くのスクールを紹介してほしい」「子ど
もがテニスにハマってしまいました」など、大変嬉しいご意見も伺えました。
　
　最後に、準備段階から裏方として備品搬入や協賛依頼活動をしてくだ
さった高橋会員・周世会員・高雄会員、ティッシュを作成していただいた日
東社様、会場以外に控室や駐車場をご提供いただいた神戸新聞社様はじ
め、ご協力を賜りました皆様に改めて御礼を申し上げます。ありがとうござ
いました。

有限会社エイペックス代表取締役　山崎　章

■ご協賛いただいたテニスクラブ・テニススクール
・ITCテニススクール ・青野運動公苑アオノテニスクラブ
・アズールテニスアカデミー ・インドアテニスAM’S
・株式会社日拓ハウジング ・香枦園テニスクラブ ・宝塚テニスクラブ
・タルミグリーンテニスクラブ ・テニスアメニティ園田
・ノアインドステージHAT神戸 ・人丸テニスクラブ
・ブルボンビーンズドーム ・ミズノテニススクール 日岡山公園
・有限会社バーテックス ・ＲＡＣＫＥＴ STORE すみれの店
・ラケットパルテニスクラブ

ラケットをもったその日から、簡単なゲームまで楽しめるように考えられたプログラムです。レベルやキッズの年齢にあわせたコートや用具（ラケット・
ボール）を世界基準に定めることで、よりスムーズにレベルアップできます。
テニスを楽しく継続できることを目的とし、テニス連合の団体として積極的な取り組みを行っております。
※当協会名称『TENNIS PLAY&STAY』

今年で3回目となりますが東京晴海トリトン
にて催される「晴っ呼秋まつり」にて親子で
楽しめるテニス教室を開催します。

■開催予定日　10月22日（土）23日（日）
■開催会場　　晴海トリトン（東京）

その他の場所でも開催を計画しています。

PLAY+STAY（プレイアンドステイ）は、子供や大人がその日からテニスを楽しめるプログラムとしてITF（国際テニス連盟）が
推奨する指導法です。

ショッピングモールなどのテニスコート以外の場所で
親子で楽しめるテニス教室などを開催しています。

PLAY＆STAY
イベント報告
日時：2016年4月29日（金・祝）
場所：神戸新聞社本社前
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　テニスの普及と発展を目指して9月23日「秋分の日」を『テニスの日』と制定し、今年で19年目を迎えました。
今年は4年に一度の“うるう年”に当たり、「秋分の日」は9月22日となります。
　【9月23日は「テニスの日」】の謳い文句に変更はありませんが、イベント開催については23日に限らず、都合
がよい日に「テニスの日イベント」を開催してください。「テニスの日週間」「テニスの日月間」として開催する会場
も増えています。
　「テニスの日個別イベント」登録は、公式WEBサイトで受付けています。ご登録頂いたイベントは「テニスの日
個別イベント」として、グッズやオリジナルイラスト画像の使用などの様々な特典を受けることができます。

100万人ボレーボレー／コート解放・割引／テニスクリニック／親睦テニス大会／無料体験レッスン／テニスの日記念
トーナメント／ラケット試打会／的当て／スピードガンコンテスト／ターゲットテニス／ストリング張替サービス　など

イベント開催内容の例

①基本ルールで認定にチャレンジ！！
「3分達成＝三段｣を認定、「5分達成＝五段」を認定、「10分達成＝達人」を認定
※テニスの日公式WEBサイトでスクール・クラブ名とお名前を発表いたします！
※認定証は公式WEBサイトからダウンロード可能
②早撃ちボレーボレーにチャレンジ！
各クラブ・スクールで決めた時間内に何回ボールを行き来させることができるか、お友だちと競
争しながら楽しみながら挑戦してください！
③1分間「初段」にチャレンジ！
3分以上は難しすぎる！と思ったら、先ずは初段に挑んでみませんか？ウォーミングアップ時に簡単に実施できます。
④オリジナルルールで誰でも楽しくボレーボレーにチャレンジ！
年齢やテニス歴に合わせて実施できるオリジナル企画を推奨しています。小さなお子さんや初めてラケットを握る方は、ボールを転がしたりワン
バウンドさせて続けてみたり。相手とボールを打ち合う楽しさを体感させてあげてください。

イベント終了後、締め切りまでにご報告頂いたイベントが
対象となり、各種表彰ポイントに応じたチャームが賞品
として贈られます（チャームは2017年製となります）。下
記以外にも内容に応じた“アイディア賞”をご用意してい
ますので、テニス愛に溢れるご応募お待ちしています！！

「ベイビーステップ」テニスの日オリジナルイラスト画像を各会場のイベント
開催告知やPOPにご利用いただけます！
※画像使用にあたっては、テニスの日推進協議会事務局への申請が必要となります。

表彰タイトル
個別イベント大賞
ボレーボレー大賞

特別賞
新人賞

ポイント数
10,000
5,000

2,000～3,000
1,000

チャーム数
100個
50個

20～30個
10個

イベント登録・グッズ注文は公式WEBサイトから  
http://www.tennisday.jp

『100万人ボレーボレーイラスト』『2016ポスターイラスト』　

新規登録会場　限定特典
■ポスター（B2）・チラシ（A4）は、チャーム購入数に応じた上限範囲内でご希望数
を無料でお送りします。
■のぼり「黄・緑セット」はチャーム購入数に応じた上限範囲内でご希望数を無料で
お送りします。
■特大横断幕90cm×480cmを１枚無料進呈

2015年個別イベント開催登録数515ヶ所2016イベント開催特典

個別イベント表彰を目指そう！ 2016オリジナルイラスト画像使用について

今年も全国各地で『100万人ボレーボレー』にチャレンジ！
1ペアからでもOK！名物企画に参加して『テニスの日を盛り上げよう！

今年の目標は「めざせ！15万人ボレーボレー」です。 「100万人ボレーボレー」開催セットをご準備しています。
今年も「ベイビーステップ」バージョンあります！

・オリジナルイラスト画像を公式WEBサイトからダウンロード
してボレーボレー開催告知ポスターや認定証、表彰状も作成
できます。

※発送は2017年6月頃の予定です。

指導者資格のポイント取得対象となります！

●日本テニス協会登録のテニス指導者は１ポイントの実習ポイント
●日本プロテニス協会登録のテニス教師は２ポイントの研修ポイント
●日本プロテニス協会認定プロコーチは２ポイントのJPTAポイント

ポイントの申請方法は、登録団体のJTA、もしくはJPTAへご確認ください。

イベント開催登録会場で当日のコーチや運営などにご協力いただ
いた（公財）日本体育協会公認指導者、（公社）日本プロテニス協会
認定プロコーチは次の通りポイント取得が可能です。 ご登録いただいたイベント情報は随時、テニスの日公式WEBサイトで

ご紹介いたします。イベント開催が難しい場合は、ポスター・チラシの掲
示にご協力下さい。

ポスター・チラシの掲示にご協力下さい

2014 テニスの日
100万人ボレーボレー　認定証

達 人

あなたは 2014 テニスの日 100 万
人ボレーボレーにおいて「10 分間
ノーバウンドでボレーボレー」を続
ける事ができました
よってここに達人と認定します

殿

会場名：
ペア名：

2014年　　月　　日

テニスの日推進協議会
　会長　畔柳　信雄
実施会場認定者
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永年会員賞 2016年度に下記年数を迎えられる会員様にお贈りいたします。

飯田 大佑
石田 潤三
伊藤 俊
江川 潤
榎本 拓也
江森 雅記
岡崎 領
岡本 裕貴
奥村 太一
折笠 友彦
片平 朋幸
上島 隆司
河内 良容
川名部 正太
川畑 智浩
神田 陽太
木村 成伸
桑原 良行
古賀 俊秀
小寺 高広
斉藤 尚
坂 佳則
境 敬行

菅原 大輔
鈴木 一史
関 昌隆
瀬戸 淳一
相馬 哲也
高内 博之
田中 教夫
田中 久督
田ノ澤 真也
長尾 晋宏
中野 仁継
中野 梨江
長峰 久征
長谷川 祐介
畑 由香
原 英田
平野 勝典
藤 敬一郎
細川 正継
森 幹生
山口 基彦
山﨑 遊馬
頼 一太郎

赤沼 公朗
阿部 太郎
天野 悟
井澤 英基
伊東 敬洋
伊藤 司
伊藤 里華
井上 丈士
岩崎 哲也
大内 真奈美
大野 幸久
大橋 明
岡田 守弘
貝吹 健
神谷 洋
川村 学
河村 祥臣
久保井 健一
小宇佐 純平
佐藤 良子
杉崎 真由子
諏訪 満信
高 純也

高岡 陽介
武内 敬吾
田中 嘉明
玉井 哲也
辻井 善友
南目 真澄
能野 浩明
日暮 直樹
福岡 祐樹
細田 基次
槙 善宏
増田 雄介
水野 豪人
安岡 恵一
山田 孝紀
山田 雄嗣
分部 一寛

青木 義弘
荒井 英樹
稲垣 正幸
今井 達夫
内田 れい
榎 保幸
小川 智行
小野 峰樹
柿田 茂
鹿毛 優子 
葛城 恵三
金子 淳一
川井 直人
木下 美保
木村 聡
久保田 記安
倉持 慎司
渋谷 一義
庄山 大輔
白鳥 縁
白水 寿夫
杉山 愛
鈴木 隆宏

鈴野 敏雄
薗部 学
高橋 巧
高橋 延昌
立見 友二
千葉 訓
中村 昇
中屋 晋
廣野 伸明
福嶋 健二
藤木 祐子
別所 直紀
前渕 亮介
俣野 英紀
水主 直人
水谷 憲一
三塚 厚男
宮田 功
薬師寺 一彦
山本 常夏
山本 直裕
吉田 絵里
和田 晃

天野 和彦
石綿 泰之
一ノ瀬 弘夫
伊藤 里美
今野 利明
宇野 直樹
岡田 優
河上 徳宏
木村 文信
小柴 昌博
小島 和文
坂口 泰生
佐藤 久史
曽根 正好
立石 聡
段 幸代
七尾 裕一
林 忍
平井 晴也
平尾 大助
福本 哲也
藤田 智子
舩木 肇

正岡 史子
水野 敏宏
山本 博文

浅黄 泰憲
生稲 有次
伊藤 博和
上田 信和
蝦名 秀彦
大橋 俊仁
上出 広生
菊地 京子
菊地 祥男
岸邉 成一
小泉 幸枝
後藤 篤二
小山 卓郎
佐久間 高透
佐藤 雅規
高松 謙壹
高柳 信和
谷口 勇美雄
寺田 俊樹
徳田 純孝
中村 真治
並木 弘治
檜垣 淳

藤田 欣克
藤沼 敏則
藤間 健司
堀尾 正美
武蔵 哲彦
村上 武資
横松 尚志
吉田 友章

杉田 俊平
蓮尾 靖昭
村上 義幸
吉田 泰子

加藤 幸夫
中嶋 康博
松田 義臣
湯山 泰次

10年 46名 20年 46名 25年 26名 30年 31名 35年 4名

40年 4名

15年 40名

【五十音順】

2015年度
公益社団法人日本プロテニス協会　
協会賞決定
ＪＰＴＡでは、毎年「協会賞」として協会の活動のみならず日本テニス界の発展に貢献さ
れた方々を表彰し、各賞をお贈りしています。
会員の代表として各地区の地区長・幹事の皆様と理事より募りました候補者の中から、
選考会にて検討し選出、理事会の承認を経て決定されます。

JPTAコンベンション2016 懇親パーティーにて、表彰式を開催いたします。

錦織 圭  選手
PLAYER OF THE YEAR

綿貫 弘次  会員
国米 健太  会員

優秀コーチ 賞

ノアインドアステージ株式会社

BEST MANAGEMENT  賞

大西 雅之  会員

井澤 義治  会員
協力賞

ダニエル 太郎 選手
TBSアナウンサー 石井 大裕 氏

特別賞

渡辺 力  顧問
功労賞

※写真は２０１４年度より
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【主 催】 公益社団法人日本プロテニス協会
【共 催】 北九州市  北九州市教育委員会
【後 援】 スポーツ庁  公益財団法人西日本産業貿易コンベンション協会  株式会社読売新聞西部本社  株式会社福岡放送（予定）
【協 賛】 大塚製薬株式会社  全日本空輸株式会社  日本生命保険相互会社  久光製薬株式会社  ヨネックス株式会社
　　　　　ブリヂストンスポーツ株式会社

開 催 場 所 : （福岡県）北九州市
■トーナメント 2.16Thu 

▶ 18Sat
2017

2.18Sat 
▶ 19Sun

2017
■スカウトキャラバン

第5回 第3回 第19回
JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS
TOURNAMENT 
グリーンボール大会U10

JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS
TOURNAMENT 
グリーンボール大会U10

JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS
TOURNAMENT
U14・U12

JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS
TOURNAMENT
U14・U12

ニュージェネレーシ
ョンテニス

ジュニアスカウト

キャラバン

ニュージェネレーシ
ョンテニス

ジュニアスカウト

キャラバン
会場：穴生ドーム会場：穴生ドーム 会場：桃園庭球場／三萩野庭

球

2.17Fri 
▶ 18Sat

2017 2.18Sat 
▶ 19Sun

20172.16Thu 
▶ 18Sat

2017

期
待
の
星
。

輝
け！

2015年度U14優勝

青木 響真

2015年度U14優勝

  山口 藍

全国大会全国大会
ニュージェネレーションテニスニュージェネレーションテニス

JPTAコンベンションは、会員の資質向上並びに情報交換の場づくりを目的とし、
年に1度、開催をいたしております。
全国各地から会員が集まり、多種多様なジャンルから講師をお招きしてのセミナー
や講演、懇親パーティ等を実施いたします。
本年度も素晴らしい講師陣をお迎えし、皆さまに喜んでいただける内容となります
よう企画制作に取り組んでおりますので、是非とも奮ってご参加いただきますよう
お願い申し上げます。

JPTA CONVENTION 2014

JPTA CONVENTION 2015

※詳細は、確定次第HPにてご案内いたします。

平成28年11月29日（火）～30日（水）

1日目　THE LANDMARK SQUARE TOKYO「LOTUS」
〒108-0074 東京都港区高輪3丁目13-3 シナガワグース内 30F
 URL：http://www.landmark-tokyo.com/
2日目　高輪テニスセンター（オンコートセミナー） 
〒108-0074 東京都港区高輪4-10-30

約200～250名 

公益社団法人 日本プロテニス協会

開催日：

会　場： 

来場者： 

主　催： 
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本協会の会員が指導に携わり、指導教材をはじめ、規程条件を満たしている専門学校です。

グリーン・インドア・テニス・スクール

ミズノテニススクール宮代
ミズノテニススクール坂戸

TOPインドアステージ津田沼
きさらづアウルテニスクラブ
GODAIテニスカレッジ 船橋校

TOPインドアステージ亀戸
TOPインドアステージ多摩
TOPインドアステージ氷川台
自由が丘インターナショナルテニスカレッジ
GODAIテニスカレッジ亀戸校

GODAIテニスカレッジ 白楽校
GODAIテニスカレッジ 港北校
リビエラ逗子マリーナ テニススクール
TOPインドアステージ相模大野
湘南なぎさテニススクール
ミズノテニススクール相模原

神足テニススクール

宝田テニスカレッジ・パッション
香里グリーンテニスクラブ
江坂テニスセンター
セントラルスポーツテニススクール都島
イーストテニススクール吹田
クリスタルプランニング
レインボー・インドアテニススクール彩都
セントラルスポーツテニススクール住ノ江
ル・パラディ,テニス＆ゴルフ鳳

甲子園テニススクール
コープこうべ協同学苑テニススクール

遊プラザテニススクール

アキラインドアテニススクール

テニスアリーナガーデン住吉
テニスアリーナガーデン福島

JPTA公認専門学校

オフィシャルテニススクール

会員サービス情報

※GODAIテニスコーチ学校は、当協会の公認規程名称により『専門学校』としてご紹介しております。

新潟県

埼玉県

千葉県 

東京都 

神奈川県　

京都府 

大阪府　 

岡山県 

広島県 

兵庫県

徳島県 

GODAIテニスコーチ学校

本協会の会員が経営、運営、指導のいずれかに携わり、公認申請者が規程を満たしているスクールです。

JPTAロゴマーク入り
ブリヂストンスポーツ
オフィシャルボール

青
緑 赤

JPTAのぼり旗
テニススクール用：3種
（Ｗ600 × H1800）

JPTAでは、テニス保険や会員向けにグッズ販売などの会員サービスを行っております。※会員限定

JPTA（USPTA）
マーク入り
名刺台紙

JPTA
オリジナルワッペン

JPTAヨネックス
オフィシャルウェア

2015モデルより 2016モデルより

①イメージ：台紙のみの場合 ②イメージ：JPTA／USPTA
　資格取得会員の場合

購入をご希望の会員様は、発注書にてお申込ください。
詳細、発注書は、会員専用ホームページよりご確認ください。
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JPTA Official Partner
オフィシャルパートナー

JPTAは皆様からのサポートを頂いて活動しております。

公認・推薦・賛助委員会

推薦企業 当協会が推薦する企業・ブランドとして、当協会が強くおすすめしております。

大塚ターフテック株式会社 Doron（推薦ブランド）

賛助企業 当協会の活動に賛同し、賛助を頂いております。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 株式会社ダンロップススポーツマーケティング 東京ウエルネス株式会社

有限会社リックスコミュニケーションズ 株式会社ゴールドウイン 株式会社ナイキジャパン

スポーツサーフェス株式会社 ミズノ株式会社 株式会社テニック

TAG GROUP ペイントマノン 株式会社Delsol

HEAD Japan 株式会社 富岡葡萄農園 アメアスポーツジャパン株式会社

公認企業

ウェア

ヨネックス株式会社

ボール

ブリヂストンスポーツ株式会社

公認企業・公認商品としてお取り組みをお願いしております。
是非、積極的に各商品をご利用ください。また生徒さん等関係者の方にもおすすめください。

JPTA 記念ピンバッチ ¥500
より多くの方にJPTAを知っていただけるようロゴマークが新しくなったことを記念して製作
したピンバッチです。ご購入を希望される場合は、詳しくは事務局までお問合せください。
※記念ピンバッチはJPTA資格の有無を示すものではございません。
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■ 本紙の記載内容の転載については、非商業目的とする場合のみ、事前申告と出典元を明記することを条件とし、転載が可能です。
■ 本紙に掲載したテキスト、意見にわたる部分は、それぞれ筆者の見解であることをお断りします。

創刊（1978年）以来、会員向けの会報誌であったJPTA NEWSがこの205号より一般公開となり、協会の活動を皆様にご紹介
させていただく広報誌として新たな一歩を踏み出しました。
今後は「ちょっとしたお役立ち情報」などの企画を盛り込み、さらに充実した内容で、会員の皆様にもこれまで以上に活用していた
だけるよう尽力して参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

広報委員会　委員長　金丸由紀

JPTAの礎を築いてくださった方々をはじめ、志をもって入会され、支えてくださっている会員の皆さま、応援してくださっている皆さ
ま、弊協会事業にご参加いただいている皆さまにとって、本誌がコミュニケーションツールとして少しでもお役に立てば幸いです。
日本プロテニス協会は、来年創立45周年を迎えます。本誌をより多くの皆さまにお届けすることによって、これからのJPTAの道を
拓く一助となることを願ってやみません。

JPTA事務局

フェイスブック
https://www.facebook.com/
JapanProfessionalTennisAssociation/

検索JPTA

■ インターネットからの検索は、
　公益社団法人日本プロテニス協会 or  JPTA

編集・発行

掲載記事について

　公益社団法人日本プロテニス協会
　〒108-0074　東京都港区高輪4-23-8　ZION PLAZA5F
　広報・企画推進事業部　広報委員会

編集後記

ホームページのご案内 フェイスブックのご案内

ＪＲ品川駅

第一京浜 (国道 15号線）

品川
GOOS

ウィング高輪

東京方面

至 田町駅至 五反田駅・川崎駅

川崎方面

品川
プリンスホテル

高輪口

コイン
パーキング東横イン理研機器

5F

『JPTA NEWS』は公益社団法人日本プロテニス協会の
ホームページよりご覧になれます。

URL：http://www.jpta.or.jp/　
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