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「故 石黒 修氏を偲ぶ会」
開催のご報告

平成29年度 定時総会報告

平成29年6月16日（金）協会会議室にて、平成29年度社員総会が予
定通り開催されました。
　議事に先立ち昨年9月にお亡くなりになられたと藤田美和会員、そ
して11月にお亡くなりになられた石黒修名誉顧問のご冥福をお祈り
し黙祷が行われたました。
　総会は社員総数1,393名に対し議決権行使・委任状を含めて771名
の出席があり本総会は適法に成立することが確認されました。
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、総会資料に基づき各議案の説明と審議に入りました。

【第1号議案　平成28年度事業報告及び決算報告】
鈴木監事より監査の結果、決算報告は適正であると報告され賛成多
数により可決されました。
【第2号議案　平成29年度事業計画及び予算案】
賛成多数により提案通り可決されました。
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【第3号議案　任期満了に伴う役員、副会長の選任について】
賛成多数により提案通り可決されました。

【第4号議案　会員規程の改定】
賛成多数により提案通り可決されました。

最後に出席された、会員からの質問・意見・要望などが出され、質疑
応答の後、平成29年度社員総会は閉会されました。

昨年11月に天に召された故アルベルト石黒 修(JPTA名誉顧問)
を偲ぶ会が、3月11日に「セイコースーパーテニス」のオフィシャルホ
テルとしてなじみが深かった、新宿京王プラザホテルにて開催され
ました。当日はテニス界各方面から多くの方 が々お集まりくださり、故
人のご希望どおり和気藹々の雰囲気の中、想い出話が尽きぬ賑
やかな会となりました。
　石黒 修氏とともに当協会を創設され、本会の実行委員長でも
ある渡辺功副会長を始め、ゆかりの方 の々ご挨拶では、故人の盛
り沢山のエピソードが語られ、改めてその偉大な功績とお人柄が
偲ばれました。
　また、ご長男の実氏、ご次男の賢氏からもお父上の想い出をお
聞かせいただきました。ご参加いただきました皆様には紙面をお借
りして、厚く御礼申し上げます。

故 石黒 修氏を偲ぶ会実行委員会
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平成29・30年度 JPTA役員・組織図 公益社団法人日本プロテニス協会
（役職順・あいうえお順）

（あいうえお順）

2017.06

総　会

理事会

理事長

常務理事会

会　　長：山東昭子
副 会 長：渡辺　功
　　　　　内田龍之
名誉顧問：藤井孝男
顧　　問：森　良一
　　　　　手塚雄士
　　　　　渡辺　力
　　　　　平野三樹
監　　事：鈴木継一

部　長：小野修七郎
副部長：吉田信之

部　長：藤井　渉 
副部長：茶圓鉄也 
副部長：平沢　潤 

部　長：荒井英樹   
副部長：富田龍一郎   

部　長：太田耕造
副部長：安川裕也

内部統制・
総務・財務

★新規企画委員会
　委員長：藤沼敏則

★倫理委員会
　委員長：藤井 渉

理 事 長：藤沼敏則 
副理事長：藤井　渉
専務理事
常務理事：荒井英樹、太田耕造、小野修七郎
　　　　　富田龍一郎
理　　事：井上丈士、岡部幸人、金丸由紀
　　　　　桑原　崇、渋谷一義、白戸　仁
　　　　　茶圓鉄也、林　浩司、安川裕也
　　　　　山本育史

事務局

育成・普及
事業部

広報・企画推進
事業部

組織運営
事業部 （独立委員会）資格認定・研修

事業部

理 事 長：藤沼敏則
副理事長：藤井　渉
専務理事： 
常務理事：荒井英樹、太田耕造、小野修七郎
　　　　　富田龍一郎

資格認定・研修事業部 ★資格認定講習委員会 委員長：渋谷一義　　　副委員長：余語敏彦
★プロテスト委員会 委員長：吉田信之　　　副委員長：渋谷一義、余語敏彦
★資質向上委員会 委員長：山本育史　　　副委員長：林　浩司　　　委員：各地区長
★ワークショップ委員会 委員長：金丸由紀
★新資格検討委員会 委員長：岡部幸人

育成・普及事業部 ★ジュニア育成委員会 委員長：井上丈士　　　副委員長：石津　吏
 育成強化プロコーチ：田村信也、茶圓鉄也、藤井　渉、山本育史
 委　員：梶下欣昭、神野義雄、川瀬智巳、喜久里敏、蔵野　毅、小泉葉子
 　　　　酒井基成、鈴木寛典、村雲重夫、盛永英明、吉田真幸 
★国際・国内大会委員会 委員長：太田耕造　　　委　員：高瀬裕治、富岡好平
★プレーヤー委員会 委員長：茶圓鉄也　　　副委員長：白戸　仁
★P&S委員会 委員長：山本育史　　　副委員長：桑原　崇
★全国大会委員会 委員長：荒井英樹　　　副委員長：境　敬行

広報・企画推進事業部 ★オフィシャルスクール委員会 委員長：岡部幸人
★広報委員会 委員長：富田龍一郎　　副委員長：井上丈士
★コンベンション委員会 委員長：藤沼敏則　　　副委員長：荒井英樹、渋谷一義
 委　員：金丸由紀、安川裕也   
★テニスの日委員会 委員長：山本育史　　　副委員長：渋谷一義、安川裕也
 委　員：跡部　淳、大貫弘二、島浦　亮、高澤克巳、盛永英明   

組織運営事業部 ★安全管理委員会 委員長：安川裕也　　　副委員長：岡部幸人　（スクール共済）
★公認・推薦・賛助委員会 委員長：太田耕造　　 （後援事業）
★会員サービス委員会 委員長：林　浩司　　 （用具・物品サービス）（会員管理・慶弔・USPTA）
★地区会委員会 委員長：桑原　崇   
 北海道地区長：藤原弘明 東北地区長：薗部　学
 北信越地区長：安間保行 埼玉地区長：菅原大輔
 東京地区長　：冨塚拓彦 千葉地区長：小柴　鼓
 神奈川地区長：大貫弘二 東海地区長：林　英樹
 関西地区長　：森田直樹 中国地区長：梶下欣昭
 四国地区長　：井澤義治 九州地区長：石津　吏

■ 各部委員会
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理事長

藤沼　敏則

この度、理事長に就任いたしました、藤沼敏則です。十数
年間理事としてジュニアの普及・育成・強化に携わり、開催
から20年を迎えました当協会独自の「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」を19年間担
当し、多くのジュニアたちを海外に引率して参りました。ま
た日本プロテニス協会主催のITF大阪国際大会のディレ
クターも経験し、多くのテニス関係者の方 と々交流をする
ことが出来ました。2017年度からは理事長と言う重責を
担う事になり、今まで以上に気持ちを引き締め、新たな執
行部とともに日本のテニス界の発展のために尽力して参
りたいと思います。
　当協会も今年で45周年という節目を迎えます。現在日
本のテニス界は、男子は錦織圭選手や西岡良仁選手、女

子はWTA100位以内に大坂なおみ選手、土居美咲選手、尾
崎里紗選手、奈良くるみ選手の4名がランクインしており、
日本人選手の素晴らしい活躍があります。そして3年後に
は東京オリンピック・パラリンピック2020の開催を控え、
ますますテニスが注目されることは間違いないでしょう。
　2017年度に新体制となった日本プロテニス協会とし
ても、スポーツイヤーに相応しい展望を見据え、テニスが
これからの日本のスポーツにおける役割を国内外に示すべ
く、長期的計画性をもった新規事業「子供の育成」・「女性
の支援」・「地域の活性化」をテニスを通じて展開し、テニ
スがスポーツリーダーとしての方向性を示すとともに、協
会の存在価値を高めていくことを日本プロテニス協会一
丸となって、取り組んでいきたいと思います。

副理事長

藤井　渉

今年度から育成普及事業部の部長に就任いたしました

藤井渉です。

　育成普及事業は、私ども協会の柱と考えており、その中

でもジュニア育成で実施している各大会、マッチキャンプ

等は、参加人数、出場資格、実施回数等を再検討し、方向

性を打ち出したいと思っています。

　さらにグリーンボールを活用したキャンプ等、会員の皆

様が運用できるように説明会も検討したいと考えていま

す。より良い協会となるよう精一杯努力してまいりますの

で、ご指導ご支援よろしくお願い申し上げます。

平成29・30年度　新役員就任のご挨拶
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井上　丈士 岡部　幸人 金丸　由紀 桑原　崇 渋谷　一義

白戸　仁 茶圓　鉄也 林　浩司 安川　裕也 山本　育史

理　事

前期に引き続き常務理事の大役に就任させて
頂くことになりました。更に、身の引き締まる
思いです。

　会員の皆様への分かりやすい情報伝達と、日本プロテニス協会
の活動を社会的に知って頂き、広める事が重要だと考えます。ま
たその中で、我々の活動に賛同して頂ける方々や企業を見つけ
ることが必要だと思っています。　
　２期、理事を務めさせて頂いた経験を生かして、全力で取り
組んで参ります。皆様のご指導、ご協力をどうぞよろしくお願
い申し上げます。

常務理事

荒井　英樹

今年度から、常務理事の大役を仰せつ
かった太田耕造です。
　長年、日本プロテニス協会の地区会、テスター、ジュニア部門、
トーナメント事業、組織運営など多岐にわたる事業に携わり多く
の会員の皆様と出会いを通じて沢山の事を学ばせていただいたこ
とが私の財産になっております。今回の役員の中で最年長となり、
私なりの役目が有ると思ってこの大役をお引き受けました。微力なが
ら協会の発展の為に組織運営事業部長として努力してまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

常務理事

太田　耕造

平成29・30年度資格認定・研修事業部部長
に任命されました小野修七郎です。
就任にあたりご挨拶申し上げます。

　現在の公益社団法人日本プロテニス協会について色々な面
で勉強・研究をし、魅力ある団体に発展・運営を行う所存であ
ります。そのためにも会員の皆様のご意見・ご要望を反映出
来る様全力を尽くしてまいりたいと思っています。
今後共、皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。

常務理事

小野　修七郎

推薦を受けまして、新年度から常務理事
の大役を務めさせていただくことになり
ました。
　日本プロテニス協会での仕事は、初めてのこととなりますが、先
ずは広報・企画推進にかかわるこれまでの活動を確実に継承して
いくとともに、会員の皆様に、協会の活動をよりタイムリーに、確実
に知っていただくための仕組みの改善に取り組み、会員の皆様のご
意見をより広くお寄せいただくことが出来ればと考えています。
よろしくご指導ご支援をお願い申し上げます。

常務理事

富田　龍一郎
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特集
テニスの日  合言葉は…9月23日はテニスの日!!
テニスの普及と発展をめざし、1998年より9月23日「秋分の日」を『テニス
の日』と制定し、今年でなんと20年！今回は全国各地で開催されているイベ
ントや有明メインイベントも合わせて紹介いたします。

Vol.207

　1998年、財団法人日本テニス協会（現：公益財団法人）、社団法人日本プロ
テニス協会（現：公益社団法人）、社団法人日本テニス事業協会（現：公益社団
法人）、日本女子テニス連盟は、他のスポーツ団体に先駆けて9月23日「秋分の
日」を『テニスの日』と定め、テニスの普及、発展を強力に推進するための諸行事
を実施することといたしました。

なぜ9月23日！？~テニスの日公式ウェブサイトより~
　「秋分の日」を『テニスの日』と定めるにあたっては、語呂合わせの10月24日
(テン･ニス)や10月10日の体育の日、ジャパンオープン最終日、全日本選手権最
終日など様々な意見が出されましたが、関係諸団体の代表で構成した制定準備
会で十分討議を重ねた結果、まず当日が誰もが楽しめる国民の祝祭日であるこ
と、北海道から九州・沖縄まで全国各地で同時に楽しくプレーするために気候
的に最適であることなどを考慮に入れて選定されました。実際どんな活動をし
ているのか、テニスの日推進協議会、実行委員の皆様にお話を伺いました。

Q.各部会の紹介をしていただきましょう。まず、個別イベントです。
　 個別イベントとは…

全国各地の500以上ものテニスクラブ・スクール・団体
や施設が「テニスの日」にちなんで独自に企画し開催す
るイベントです。このイベントは9月23日に限らず、テニ
スの日ウィークやテニスの日月間と称して9月中開催さ
れます。
個別イベントのメインイベントはなんと言っても【ボレー
ボレー】です。近年では毎年約300を超える会場で10
万人もの方々に参加いただいています。１ペアからでも

登録できますのでぜひご参加ください。

Q.100万人ボレーボレーもすっかりテニスの日の名物企画になってき
　ていますよね！
ボレーボレーの基本ルールはノーバウンドで何分つづくかチャレンジ!!です。
10分間達成の達人は300ペアを超え、5分間達成の五段は約400ペア、3分
間達成の三段は約450ペアと毎年多くの方々にご参加いただいている名物企
画です。3分は難しいという初級クラスの方には1分で何回出来るかの早打ち
ボレーボレーやスクール毎のオリジナルルールも人気です。レッスンのウォーミ
ングアップに是非導入していただきたいと思います。また、毎年全国で100万
人ボレーボレーをめざして活動しているので一人でも多くの方々にボレーボ
レーに触れていただきたいと思います。中にはテニスはできないけど毎年ボ
レーボレーの達人を目指して参加される方もいらっしゃいます。

Q.毎年、前年を超える企画、これまでやっていない新しい企画が増えて
　いるそうですが…

『テニスの日個別イベント表彰』の応募に関しても、開催
のコンセプトや企画内容に加え、スクール生や参加者が
主役となっているか、テニスをしたことのない人も参加で
きているのか、テニスの日のアピールもされているのか
等々、応募用紙だけでなく、各会場のHPやSNSを拝見し
たり、作業に時間がかかりますが、毎回楽しく選考させて
いただいております。初回登録時に配布されているテニ
スの日の横断幕やのぼり旗など上手く活用している団体

は目に留まりますので、みなさんも会場の装飾の際には是非活用してくださいね。
昨年度は４年連続でテニスの日個別イベント大賞・ボレーボレー大賞を受賞さ
れている施設が『テニスの日個別イベント表彰』の殿堂入りをし、記念の盾を授
与されました。
　詳しくはテニスの日推進協議会のウェブサイトにて確認してください。
　テニスの日公式ウェブサイト：http://www.tennisday.jp/index.html

Q.テニスの日オリジナルチャームやポスターも楽しみにされている方
　が多いと聞いていますが…
企画広報部では、人気のテニスの日チャームや、ベイビーステップのポスター等
の作成をしています。チャームって女性に人気なのかと思っていましたが、スー
ツにピンバッチを通していたのもおしゃれでした。

今年のチャームは昨年度のラケットに続いて2013年以来のボールのデザイ
ンです。また、ポスターはイメージキャラクターとしてすっかりおなじみとなった

「ベイビーステップ」のキャラクター達がテニスコートでテニスの日20回目をお
祝いしているイメージで、作者の勝木先生に描いていただきました。今年は20
年目という事で新たな横断幕やスタッフオリジナルTシャツも製作予定です。

Q.各スクールや有明イベントとは別に各都道府県協会主催のイベントも
　開催されているようですが・・・
47都道府県テニス協会を中心に、テニスの日構成団体
の各支部が協力し、全国47都道府県の各地で共同イ
ベントとして開催されています。毎年、要望があった会
場には協議会から著名プロ選手・プロコーチを派遣し
ています。各都道府県で開催されているので、是非お住
まいの地域でテニスの日を満喫してください。

Q.有明メインイベントとは・・・
9月23日テニスの日に東京・有明テニスの森公園テ
ニスコートで行われる「テニスの日」を象徴するイベ
ントです。TENNIS PLAY&STAY、ファミリーエン
ジョイテニスを始め、プロに挑戦！等々、小さなお子
さんから大人まで、初心者から愛好家まで、年令や
経験を問わず参加できるプログラムが満載です。ま
た、車いすテニス体験教室や聴覚障害者テニス体験

教室も用意されているので、是非この機会にテニスの楽しさ・面白さを体感し
てください。付き添いで来場した大人の方や運動が苦手な小さなお子さんで
も楽しめるスタンプラリーもあり、会場内は毎年にぎわいます。
時期的に東レPPOテニスが開催されていて出場選手の名前当て等コラボレー
ション企画も充実しています。各コートイベントや、ブースイベントに参加してス
タンプを集めると参加できる抽選会には、テニス用品会様や協力団体から提供
される賞品を目当てに、毎年長蛇の列ができています。
　 また、有明イベントには多くの元プロテニスプレーヤーにご協力いただいて
いるので、直接プロのプレーを観ることができる上に、
運が良ければ直接プロとラリーが出来るかもと、テニス
ファンには楽しみなイベントだと思います。勿論参加費
は無料ですが、オフィシャルチャームの提示が必要とな
ります（1個350円で当日会場でも販売します）。例年8
月末に申込を締切当選者へ当落の連絡をしています。
当日申込分（整理券対応）もありますので、お申込を忘
れていた方は当日整理券配布時間に間に合うように有
明にお越しください。

Q.指導者資格のポイント取得対象となっているようですが・・・
有明イベントはもちろん、各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
会認定プロコーチのポイント取得が可能です。ポイントの申請方法については
事務局へお問合せください。忘れずに申請してくださいね。

　ポイントについては次頁にてご確認下さい。

実 行 委 員 長： 境  敬行  氏
副 実 行 委 員 長： 山本 育史  氏
個別イベント部会長： 金子健一郎  氏
共同イベント部会長： 井上  剛  氏
有明イベント部会長： 安川 裕也  氏

最後に…
JPTAプロコーチの皆さんに
も当日ボランティアスタッフと
してご活躍いただいています。
多くのイベントにはプロコー
チの手助けが必要なので、毎
年ご協力いただいてとても心
強いです!!
是非今年も多くのプロコーチ
のご協力をお願いいたします。
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テニスの日委員会Vol.207

テニスの日
委員会

テニスの普及と発展を目指し、「はじめよう！続けよう！もっとテニスを！！」を合言葉に9月23日【秋分の
日】を『テニスの日』に制定し、今年20年目を迎えます。9月のご都合のよい日に「テニスの日イベント」を
是非開催してください。「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。尚、「テニス
の日イベント」登録は、公式WEBサイトでも受付けてい
ます。ご登録いただいたイベントは「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

報告フォームからご応募できます。イベント終了後、締め切りまでにご
応募頂いたイベントが対象となり、各種表彰に応じたチャームが賞品
として贈られます（チャームは2018年度製となります）。下記以外にも
内容に応じた“アイデア賞”をご用意していますので、テニス愛に溢れる
ご応募をお待ちしています！

表彰タイトル
個別イベント大賞
ボレーボレー大賞
テニスの日大賞

特別賞
新人賞

チャーム数
100個
50個
50個

20～30個
10個

■イベント開催を登録した全てのクラブ・スクールならびに団体へ『20thanniversary』の
文字が記された記念の＜特大横断幕【緑】90cm×480cm＞を無料で進呈いたします。

■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。

【新規登録会場　限定特典】
■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、新規登録会に限り無料でお送りします。

2016年個別イベント開催登録数489ヶ所2017イベント開催特典

個別イベント表彰を目指そう！

※発送は2018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。

「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。

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』『2017ポスターイラスト』　

2017オリジナルイラスト画像使用について

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

①基本ルールで認定にチャレンジ！！
ノーバウンドで何分続くかチャレンジ！「3分＝三段」「5分＝五段」「10分＝達人」に認定されるとテニスの日

　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！！
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。

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！

「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」バージョンをご用意！
■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。
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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
●国際・国内大会委員会
●プレーヤー委員会
●TENNIS PLAY&STAY委員会
●全国大会委員会

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

Vol.207
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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

2017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

新規講習会 締切日

※ 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

※追加予定などは、JPTA HPをご確認下さい。

最少催行人数　4名

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 

プロテスト委員会資格認定講習委員会Vol.207

北九州ウエストサイド（福岡）

ロングウッド奈良（奈良）

GODAI船橋（千葉）

9/4（月）

12/11（月）

1/22（月）

8/4

11/11

1/9

UP講習会 締切日

1/22（月） GODAI船橋（千葉） 1/9

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）
JPTA事務局会議室

ロングウッド長久手（愛知）

メガロス神奈川（神奈川）
JPTA事務局会議室

ロングウッド奈良（奈良）

GODAI船橋（千葉）

9/4（月）～5日（火）

10/4（水）～5日（木）

10/8（日）～9日（月）

11/16（木）～17日（金）

12/11（月）～12日（火）

2/19（月）～20日（火）

8/4

9/4

9/8

10/16

11/10

1/22

プロテスト 締切日
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プロテスト委員会Vol.207

新入会会員挨拶
※2017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。

はじめまして。宮の森SCでテニスインストラクターをしています濱口涼太です。コーチ歴はまだ1年弱で未熟な部分が多くありま
すが、丁寧で運動量のある、パワフルなレッスンを目指して頑張ります。また、自身のスキルアップも怠らず、練習に加えて、大会参
加もして現場からの視線や新たな知識の吸収もしていきたいと考えております。 「ねだるな勝ち取れ、さすれば与えられん」

濱口　涼太
プロフェッショナル2
宮の森ＳＣ

JPTAの試験を通して学んだ知識を活かすことはもちろん、その知識を多くの方に伝えていきたいと思っています。一人でも多くの
方にテニスの魅力を知ってもらい、自分自身もテニスを楽しみ日々精進していきたいと思っております。

山本　泰之
プロフェッショナル3
青野運動公苑  アオノテニスクラブ

JPTA入会後はJPTAにて学ばせて頂いた知識を活かして、現在の職場で様々な方にテニスを楽しみレベルアップしていただける
よう、私自身も努力を惜しまず頑張っていきたいと考えております。JPTA認定のプロコーチとしての自覚を持ち、お客様も自分自
身も楽しいレッスンを提供していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

逆井　雄大
プロフェッショナル3
IHSMテニスアリーナ松戸

40歳にして入会させていただきました。体のケアをしっかりしながら萬進していきたいと思います。諸先輩方よろしくお願い致し
ます。

髙林　邦年
プロフェッショナル3
メットライフ生命

初めまして。この度JPTAに入会させていただくこととなりました岩橋星子と申します。テニスの技術もコーチの経験もまだまだ
未熟ではございますが、JPTAの会員として日々精進していきたいと思います。ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

岩橋　星子
プロフェッショナル3
ワカヤマテニススクール

この度、公益社団法人日本プロテニス協会に入会させいていただきました、田中佑樹と申します。大学卒業後、株式会社佐々
テニス企画でテニスコーチをやらせていただいております。年少から80歳以上の幅広い世代の方々と一緒にレッスンを行って
おります。お客様の目的は1人1人異なる為、その目的に合った指導法や対応を心がけ、分かり易いレッスンを目標として
頑張っています。23歳とまだまだ若く未熟者ではありますが、日々精進し若さを活かし沢山動いて運動量のあるアクティブな
レッスンを行っていきたいと思います。テニス以外でも体を動かす事、筋力トレーニング、体幹トレーニングなどにも興味が
あり、テニスの技術面以外でレッスンに取入れて、お客様が上達していくためのサポートをさせていただいております。

田中　佑樹

プロフェッショナル3

株式会社佐々テニス企画

コーチとしてこれから多くの経験を積み上げ、多くの人にテニスの楽しさを伝えられるように頑張りたいと思います。
稲生　悠也
プロフェッショナル3
株式会社佐々テニス企画

この度、日本プロテニス協会へ入会させていただく事となりました。現在㈱佐々テニス企画へ所属し、名古屋市内にある4会場を
周り、コーチ業をやらせていただいております。資格を取ったことによる自信と責任を持ち今以上に日々精進していきます。よろしく
お願いいたします。

金原　大敏
プロフェッショナル3
株式会社佐々テニス企画

私がテニスコーチをやれているのは多くの方々の支えがあってこそです。この資格を取得したことを機に、より一層気持ちを引き締
めてテニス界に貢献できるよう努力して参ります。

遠山　隆介
プロフェッショナル2
GODAI　港北

この度、JPTAに入会いたしました森喬平です。今年でコーチ歴10年となりました。テニスを通して、たくさんの方に健康になって
頂き、地域貢献に繋がるような活動をしていきたいと思っています。まだまだ未熟なので日々精進して頑張りますのでよろしくお願
いします。

森　　喬平
プロフェッショナル3
GODAI　港北

資格取得に伴いまして今後さらに技術、知識、情報を多く取り入れ、生徒の皆様のレッスンで活かせるように努力していきます。テ
ニスは子供から大人まで幅広く楽しめるスポーツです。そして上手くなってくると、もっと楽しくなります。上達することは楽しいと
思えるレッスンを心がけてやっておりますので、一度スクールまでお越し下さい。

海本　拓也
プロフェッショナル3
八千代スポーツガーデンインドアテニススクール

JPTAに入会させて頂いたことを誇りにもって、これからもっと勉強して精進させていただきたく思っております。
森本　恵吉
インストラクター
ミズノテニスプラザ藤沢

はじめまして。この度JPTAに入会させていただいた野田と申します。今回の入会をきっかけに、より自分自身のスキルを高め、多くの
方にテニスの素晴らしさを知っていただきたいと思います。よろしくお願いします。

野田　　愛
プロフェッショナル3
相模原インドアテニススクール

テニスコーチ歴は約10年で、杉並、練馬、世田谷、大田区周辺で活動させていただいております。今後ともテニス業界発展の為、
努力して参りますのでよろしくお願い致します。

新岡　　譲
プロフェッショナル3
タウンテニス大泉学園

この度、日本プロテニス協会へ入会させていただく事になりました伊藤と申します。現在はアルドールテニスステージ北松戸校で、
レッスンを担当しております。今回の入会をきっかけとし、更に良いレッスンを提供できるよう、精進していきたいと思っております。

伊藤　　亮
プロフェッショナル3
アルドールテニスステージ北松戸校

今回JPTAに入会をさせて頂くことになりました。一人でも多くの方にテニスの楽しさを伝えていけるよう、日々スキルアップに励んで
いきたいと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。

山﨑　信也
プロフェッショナル3
アルドールテニスステージおゆみ野校

この度、日本プロテニス協会に入会した小越栄季です。テニスコーチを始めてから、今年で3年目になります。今回JPTAの資格を
取得することができ、より自信を持ってレッスンができるようになりました。これからは、JPTAプロコーチの自覚を持ってより良い
レッスンを心がけてまいります。

小越　栄季
プロフェッショナル3
アルドールテニスステージ北松戸校
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私はお客様に楽しくテニスを通じて、上達はもちろんお客様同士のつながりを持って頂くことをモットーに普段レッスンをしています。
今回試験を受けさせて頂いて、多くの学びや、気付きがありました。自分のレッスンを他の人から見て評価して頂くことはあまり
ないのでとてもいい経験になりました。今後も試験を受けながら自分のレッスンのスキルをあげて勉強していきたいと思います。

美田　和也
プロフェッショナル3
アルドールテニスステージ柏の葉キャンパス校

私の中でジュニア時代にテニスを習っていた思い出は大切な宝物です。コーチはテニスを教えるだけでなく、自分にも気付かない
うちに大事な思い出をプレゼントしてくれます。テニスコーチとして、テニスを楽しんでいただき上達を実感していただけるように
レッスンをすることはもちろん、テニスを通じて、一人でも多くの方に思い出を提供できるテニスコーチを目指します。

和田　直也
プロフェッショナル3
アルドールテニスステージ幕張新都心校

この度、日本プロテニス協会へ入会させていただくことになりました石戸と申します。現在は千葉県にありますアルドールテニスステージ
おゆみ野校に所属しております。お金をいただいている時点で既にプロコーチではあるのですが、今回資格を取得させていただいた事に
より、「より良いレッスンを提供しなければ！」と言う思いを改めて感じております。資格を取得するにあたり、沢山のことを勉強させていただ
きました。今後はより「見極める」ことに重点を置き、お客様が望んでいる答えをより明確に導いていけるよう、精進いたします。

石戸　耕介
プロフェッショナル3
アルドールテニスステージおゆみ野校

はじめまして。三浦朋と申します。今まで色々な方に教わってきたこと、これから挑戦し続けるJOPでの試合経験を活かし精進して
いきたいと考えています。皆様、よろしくお願いします。

三浦　　朋
プロフェッショナル3
fellows SPORTS

日本テニス界の進化のために頑張る。
細山　洋平
プロフェッショナル3
グローバルプロテニスアカデミー

この度、日本プロテニス協会に入会させていただくことになりました。テニスコーチとしての知識はまだまだ浅くこれから更に
勉強していくぞという気持ちで頑張っていきます。またテニスコーチという地位がまだまだ低いところにあるようですので、少し
でも高い地位にしていきたいです。

小川涼太朗
プロフェッショナル3
千代テニスクラブ

この度、入会させて頂くことになりました近藤です。私がテニスに出会ったのは高校卒業後で、それまではずっとサッカーをやっていま
した。テニスに出会い、テニスは楽しく、とても奥が深いスポーツだという事を実感し、これを多くの人に知ってもらいたいと言う思いで
テニスコーチになりました。テニスコーチとして、また、一人の人間としてまだまだ未熟者ですが、これからどんどん成長していきたいと
思います。初心を忘れず、日々努力して参ります。よろしくお願い致します。

近藤　奏爾
プロフェッショナル3
ジップテニスアリーナ大宮

この度入会した、希望が丘テニススクールの小宮山恵一です。私は学生時代からテニスをしていて、好きなテニスを仕事にした
いと思い、GODAIテニスコーチ学校で2年間勉強し、卒業後は希望が丘テニススクールに就職しました。楽しみながら上達を
第一に、分かりやすく丁寧なレッスンをしたいと思います。皆様の上達の為に、私自身も日々努力しより良いレッスンへ発展でき
るようにしていきます。

小宮山恵一
プロフェッショナル3
希望が丘テニススクール

プロテスト（UPテスト）資格昇級者

詳しくは、協会ホームページよりご確認いただけます。

JPTA講習会並びにプロテストの受講、受験をご検討の方はP8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

会員番号
3728

3023

3898

3902

氏名
小川幸一郎

小泉　勇紀

小須田　翼

宮本　　朋

資格
P1

P2

P2

P3

日　時： 2017年2月20日(月)・21日(火)
会　場： 20日（月）GODAI船橋 / 21日（火）JPTA事務局
受験者数（新規含む）：15名

勤務先
テニスサポートオガワ

トップインドアステージ氷川台

GODAI船橋

神奈中インドアテニススクール平塚

会員番号
3916

氏名
髙林　邦敏

資格
P2

日　時： 2017年2月28日(火)・3月1日(水)
会　場： 28日（火）アルドールテニスステージ北松戸 / 1日（水）JPTA事務局
受験者数（新規含む）：10名

勤務先
メットライフ生命
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資質向上委員会Vol.207

資質向上
セミナー
開催報告

東京2月8日  資質向上セミナー

【講　師】 税理士　鈴木 誠
【参加者】 15 名
【会　場】 JPTA事務局 会議室

「テニスコーチ・スクールの確定申告のコツ」
～個人・法人それぞれのメリットを活かそう～

東京

2月19日　ブラッシュアップ勉強会

【講　師】 ヨネックス（株）　神谷 勝則
【参加者】 42 名
【会　場】 ブルボン・ビーンズドーム

・ テニスを指導するにあたり、普遍の考え方（オンデスク）
・ 神谷プロによるPLAY&STAYの実演（オンコート）
・ 応用・シニアから競技者への伝え方（オンコート）
・ PLAY&STAYの実践ドリルの紹介等

兵庫

2月20日　ブラッシュアップ勉強会

【講　師】 沢松 忠幸、八島 正幸、林 浩司、植田 雄章
【参加者】 26 名
【会　場】 ブルボン・ビーンズドーム

・ 娘、奈生子さんの父親として数多くの体験から学ぶ～これからのテニス界～
・ テニスプロコーチのレッスンとしての普遍のテーマ～ティーチングとコーチングの違い・ジュニア     
　プレーヤーの親子に対するアドバイスの仕方。P1を取得するためのエキス等
・ 幼少期から中学生に必要な考え方・相通ずる一般クラスの指導法

兵庫

プロテニスコーチとして必要な指導
技術のみならず、様々な専門知識、ス
キルの向上を目的として、セミナーを
実施しております。
内容は多岐にわたり、プロテニス
コーチ同士の意見、情報交換の場と
なっています。

資質向上委員会

■ テーマ ■ 

■ テーマ ■ 

■ テーマ ■ 
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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、会員同志の交流

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。

■試合形式：くじで番号を決め、毎回ペアを変えて試合を行う。
　50歳以上の方と女性の方には15ハンデあり。

■JPTAポイント：1ポイント

■毎月第2日曜日に開催

■各地区の活動報告

開催日

2月12日

3月12日

4月9日

5月14日

6月11日

参加者

12名

9名

12名

11名

8名

地区会委員会

地区会委員会
北海道 

千葉 
埼玉 

神奈川 

東北 
北信越 

東京 

東海 

関西 
四国 

中国 

九州 

新潟 石川 
長野 福井 
富山 

青森 秋田 
岩手 宮城 
山形 福島 

東京 茨城 
栃木 山梨 
群馬 

愛知 静岡 
三重 岐阜 

大阪 京都 
兵庫 奈良 
滋賀 和歌山 

香川 徳島 
愛媛 高知 

岡山 広島 
山口 鳥取 
島根 

福岡 
大分 
佐賀 
長崎 
熊本 
宮崎 
鹿児島 
沖縄 

優勝

北野 浩昭 コーチ

井上 泰男 会員

池田 孝郎 会員

高橋 葉月 会員

池田 孝郎 会員

準優勝

池田 孝郎 会員

中巻 南洋 コーチ

細谷 勝美 会員

和田晃 会員

中巻 南洋 コーチ

■神奈川地区■　月例地区練習会「賞金付」

Vol.207

テニス教本（仮）
製 作 中

～資格認定・研修事業部～
テニス教本（仮）の改訂版を制作中。
2016年5月資格認定研修事業部において、テニス教本（仮）の改訂版

を1999年発行以来、久しぶりに制作する事となりました。

　約20年振りの改訂となり、諸先輩方が沢山の思いを込めて制作し

た原稿を基に追記・修正を加え現在制作中です。現在もプロテストの

受験対策として資格認定講習会にてテキストとして使用されているの

を踏まえ、さらに補助テキストとして使用しているものを追記すること

となりました。プロコーチに必要な要素が盛りだくさんの内容です。

　担当者は現在のテニス教本を穴のあくまで読みつくし、修正を加え

原稿を提出いただきました。今回は原稿の校正・撮影を含めテニス雑

誌スマッシュ様にご協力をいただき制作しています。先日撮影会が開

催されました。

編 集 長  :

編集委員 :

会場協力 :

モデルコーチ :

ウェア提供 :

中嶋康博

佐々章、八島正幸、余語敏彦、高澤克巳、吉田信之
林浩司、安川裕也、渋谷一義、井上丈士

GODAI船橋

後藤真哉、佐々木俊己、石垣諒、中村泰斗、鈴木由加子

ヨネックス（株）

地区会活動報告
※発売等詳細は決定次第皆様にご案内いたします。

会場

OTSテニススクール南町田校

資格認定講習委員会

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。
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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 全国大会（石黒 修追悼大会）
　 最優秀選手・優秀選手一覧

■ JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 全国大会
　第5回グリーンボールU10＆第3回U14&U12(石黒 修追悼大会)優勝者一覧

2016年度
ニュージェネレーションテニス全国大会（石黒 修追悼大会）報告書

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全国大会（石黒修追悼大会）
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19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。

　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376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
催していただい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。
　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・石井弥起プロ・茶圓鉄也プロ・山本育史プロ・小畑沙織プロ・新井
麻葵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。
　
　また、今回は毎年ジュニアオレンジボウル海外遠征にてお世話になっているSaddle-
brookTennis AcademyよりAcademy DirectorのRick Crockett氏とTennis Direc-
torのAlvaro Betancur氏 2名が米国よりお越しいただき、全国大会の様子をご覧になら
れました。またSaddlebrook よりU12とU14の優勝者した男女にSaddlebrookのジュニ
アテニスキャンプ1週間の招待状をいただきました。
　
　2017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JPTA独自の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
齋藤 咲良
岡田 幸人
阿部 叶実
澁谷 彩瑛
田中 絢貴
高倉 智也
里村 陽

学年
小4
小6
小4
小4
小5
小5
小6

所属
ミナミグリーンテニスクラブ
橘Jr
京王赤城アカデミー
大正セントラル      
シーズラケットクラブ      
TAクレセント      
アルドールテニスステージ      

高学年の部

Ｕ10男子
浅田　紘輔 小4 ライジングサン

Ｕ10女子
齋藤　咲良 小4 ミナミグリーンTC

Ｕ12男子
大神　照太 小6 北九州ウエストサイドテニスクラブ

Ｕ12女子
長谷川晴佳 小6 テニスDIVO

Ｕ14男子
三井　駿介 中2 アクトスポーツ

Ｕ14女子
山口　藍 中2 ＲＫＫルーデンスＴＣ

開催日：2017年2月16日（木）～19日（日）

氏名
熊谷 帆夏    
香川 荘太    
星原 凛太郎    
井上 将    
野口 侑暉    
丸田 昊    
吉井 一就    

学年
小3
小1
小2
小3
小3
小2
小2

所属
さくらテニスクラブ      
PDTテニスクラブ      
大原野TC      
TOPインドアステージ多摩      
三菱養和テニススクール      
アズールテニスアカデミー      
アズールテニスアカデミー            

低学年の部

ジュニア育成委員会

※掲載されている選手の学年、所属先については全国大会時のものとなります
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春キャンプは基本練習をたくさんすることを目的としていますので、みっちり
基本練習を行いました。
ゲストの藤原プロに各練習前にデモンストレーションと注意事項を説明していた
だき、それにそって練習しました。
その他、ウォーミングアップ、トレーニング、クールダウン、食事の取り方も藤原プロ
が普段行っているものを指導してもらい、選手達は、楽しく苦しめたと思われます。

選手達には、春キャンプの基本練習をしっかりと身につけ、夏キャンプの動きの練
習に繋げて欲しいと希望します。
藤原プロ、本当にありがとうございました。また各スタッフ、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

第1回 育成・強化合宿
&ジュニアスプリングキャンプ

ジュニア育成委員会Vol.207

21日(金)午後　ストローク
22日(土)午前　ボレー
23日(日)午前　スマッシュ、サーブ

活動内容

日程：2017年4月21日(金)～23日(日）
会場：東急サニーパーク浜名湖
参加スタッフ：ジュニア育成委員長 藤井 渉、育成強化コーチ 田村 伸也
　　　　　 　 育成・普及副事業部長 太田 耕造、藤原里華プロ、吉田 賢吾
参加ジュニア人数：37名

今後の予定

会場：東急サニーパーク浜名湖（静岡県浜松市）

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昨年より開始いたしました。
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9～10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いました。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。これからも開催予定ですので、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
■ 第1回マッチキャンプ　5/13,14  開催　参加者30名
■ 第2回マッチキャンプ　6/24,25 開催　参加者24名
■ 第3回マッチキャンプ　9/23,24 開催予定
　 要項はHPをご確認下さい。

ロサンゼルス遠征 報告書

今年の遠征は2グループに分けて開催しました。U14男子優勝の三井駿介く
んと女子優勝の山口藍さんはITFジュニアG4に遠征し、U12の優勝男女とス
カウトキャラバン最優秀に選ばれた2名は、ロサンゼルスに遠征しました。
三井駿介くんと山口藍さんは、JPTAチームエリートの選手で、昨年はU14世界
大会に日本代表として出場した選手です。今年はカテゴリーがU16に上り、ジュ
ニアデビスカップやジュニアフェドカップを視野に入れ、ITFジュニアのポイン
トを取るために遠征先をタイのITFジュニアG4のPTT参戦に変更しました。
U12の優勝者男女と、スカウトキャラバンの最優秀者2名は昨年同様ロサン
ゼルスへ遠征し、多くの世界トップ選手を指導した、ロバート・ランスドープ
コーチとステファニー・ランスドープコーチのレッスンを受けました。ロサン
ゼルス遠征では重要なこととして、「取り組む姿勢」と「ルールを守る」という
事を徹底し、午前・午後併せて4時間のレッスンと、ジャック・クレーマーテニ

日程：2017年5月29日（月）～6月13日（火）14泊16日
場所：アメリカ カリフォルニア州 ガーデナ市・トーランス市
スタッフ：ジュニア育成委員会  副委員長  藤沼 敏則
現地スタッフ：平沢 潤（海外特派員）・河野 良武

スクラブでの練習マッチや、元ATPプレーヤーのキップコーチのレッスンなど、
2週間テニス漬けの遠征となりました。
今回の遠征で毎日何度も繰り返し言った「取り組む姿勢」を忘れず、それぞ
れ自分のホームコートでも、遠征で感じそして得たものを継続してくれること
を願ってやみません。今年で11年目を迎えたこの遠征も、毎年ながらすべて
のセッティングから、滞在中のフォローまでこなしてくれている、平沢潤 育成
普及副事業部長（ロサンゼルス在住）には、心から感謝しております。また多
くの方のご協力で開催できているこの遠征を、さらに良い遠征にしていける
よう、今後も役員・委員全員で努力していく所存でおりますので、引き続き会
員皆様のご協力と応援を宜しくお願いいたします。
最後になりますが、遠征にご協力いただきましたすべての方々に、御礼申し上
げます。有難うございました。

■ 第2回育成・強化合宿&ジュニアサマーキャンプ
　日時：8月15日（火）～18日（金）
　会場：花川運動公園（静岡県浜松市）

■ 第3回育成・強化合宿&ジュニアオータムキャンプ
　日時：11月17日（金）～19日（日）
　会場：三萩野庭球場＆桃園庭球場（福岡県北九州市）

会員の皆様への合宿見学会も
開催予定です。
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2017年度
第20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

東海

東海

関東

関東

中国・四国

関東

関東

北信越

近畿

東海

中国・四国

関東

東海

北信越

北海道

東海

近畿

九州

東北

関東

メガロス千種

メガロス浜松市野

メガロス神奈川

メガロス草加

テニスアリーナガーデン住吉

メガロス柏

メガロス八王子

軽井沢インドアテニスコート

C’ｓラケットクラブ

三島市民体育館　文教テニスコート

広島広域公園テニスコート(屋内ハードコート)

エストテニスクラブ

ロングウッド森林

グリーンインドアテニススクール

宮の森スポーツ倶楽部 新宮の森校

アズールテニスアカデミー

テニスアカデミー クレセント城陽校

北九州市立　穴生ドーム

山形県総合運動公園内テニスコート

パレス外苑テニススクール

8/4（金）

8/4（金）

8/14（月）

8/17（木）

8/20（日）

8/25（金）

8/25（金）

8/27（日）

8/27（日）

9/23（祝・土）

9/23（祝・土）

9/24（日）

10/1（日）

10/9（月）

10/29（日）

10/29（日）

11/3（祝・金）

11/26（日）

調整中

11/3（祝・金）
11/23（祝・木）

地区 会場名 開催日 問合せ先、担当者

2017年度
JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
第4回U14＆U12、第6回グリーンボールU10　地区大会会場 

関東

近畿

近畿

関東

東海

九州

近畿

近畿

中国・四国

近畿

近畿

九州

関東

近畿

関東

北海道

北海道

北海道

関東

近畿

中国・四国

北信越

東北

近畿

関東

東海

8/8（火）

8月11日（祝･金）

8/17（木）

8/19（土）

8/21（月）

8/23（水）

8/24（木）

9/18（祝・月）

9月30日（土）

10月1日（日）

10月7日（土）

10/9（祝・月）

11/3（祝・金）

調整中

調整中

調整中

052-745-9500
豊田　光陽

053-411-4141
吉開　　律

045-430-4300
蓑田　恭大

048-924-7700
跡部　　淳

088-625-4343
眞鍋　雄吉

04-7168-2103
小柴　　鼓

042-644-5500
尾下　浩二

0267-41-0951
田中　岳哉

072-458-1355
蔵野　　毅

055-987-7570
鈴木健二郎

082-284-3624
（有）テンション  梶下 欣昭

055-280-5111
疋田　　修

052-736-4000
岡部　幸人

025-523-6015
水澤　和正

011-666-5555
井澤　英基

0568-55-6566
川瀬　智巳

0774-53-7606
藤本　公孝

093-602-2600
北九州ウエスト  村雲 重夫

080-3324-1211
髙内　博之

盛永　英明

地区 会場名 開催日 問合せ先、担当者

ジュニア育成委員会Vol.207

8/2（水）
予備日8/4（金）

9/3（日）
予備日10/1（日）

9/17（日）
予備日9/18（祝・月）

9/17（日）
予備日10/1（日）

9/16（土）、9/17（日）
9/18（祝・月）

10/7（土）、10/8（日）
10/9（祝・月）

11/3日（祝・金）
11/4（土）、11/5（日）

11/18（土）
11/19（木）

8/13（日）
予備日9/18（祝・月）

8/23（水）
8/24（木）

in KEIO PLAZA HOTEL & TAKANAWA T.C

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
一度開催しております。本年は、公益社団法人日本プロテニス協会及び公益社団法人日本
テニス事業協会がそれぞれ設立45周年と25周年を迎えるにあたり、周年記念事業として
JPTAコンベンション・JTIA産業セミナーを合同開催する運びとなりました。
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、是非ともふるってご参加いただきますようお願い
申し上げます。

上：コンベンション2015、下：コンベンション2016

開催日： 2018年1月30日（火）～1月31日（水）
会　場： 1月30日（火）　新宿京王プラザホテル、  1月31日（水）　高輪テニスセンター
※詳細は、確定次第HPにてご案内いたします。

緑テニスガーデン
U10、U12、U14

タルミグリーンテニスクラブ
U10

C's ラケットクラブ
U10男子

光Ｂ&Ｇ海洋センター
U10女子、U14女子

花川運動公園（サマーキャンプ）
U10、U12、U14

熊本県民運動公園テニスコート
U10、U12、U14
C’ｓラケットクラブ

U14男子
C’ｓラケットクラブ

U10男子、U12男子
広島広域公園テニスコート

U10、U12、U14
C`ｓラケットクラブ
U10女子、U12女子

タルミグリーンテニスクラブ
U12男子

桃園庭球場
U10、U12、U14

光Ｂ&Ｇ海洋センター
U12男子、U14男子

タルミグリーンテニスクラブ
U12女子

大磯プリンスホテル
U10、U12、U14

マオイゴルフリゾート
U10

マオイゴルフリゾート
U12

マオイゴルフリゾート
U14

アルドールテニスステージ北松戸校
U10、U12、U14

ミズノテニスプラザサウサリート
U10

鳴門・大塚スポーツパーク
U10、U12、U14

上越総合運動公園
U10、U12、U14

山形県総合運動公園内テニスコート
U10、U12、U14

紀三井寺公園庭球場
U10、U12、U14
立場テニスコート
U10、U12、U14

アズールテニスアカデミー
U10、U12、U14

045-922-1301
赤沼　公朗

078-974-2108
村田　宏二

078-458-1355
蔵野　毅

050-3738-2941
K ポイント　柿田　茂

JPTA事務局
096-200-3788

スターテニススクール 　行森 寛朗
072-458-1355

蔵野　　毅
072-458-1355

蔵野　　毅
082-284-3624

（有）テンション  梶下 欣昭
072-458-1355

蔵野　　毅
078-974-2108

村田　宏二
093-602-2600

北九州ウエスト  村雲 重夫
050-3738-2941
K ポイント　柿田　茂
078-974-2108

村田　宏二
0466-27-5650

（株）フェニックススポーツ齋藤
011-882-4500

宮の森スポーツ  北野校
011-882-4500

宮の森スポーツ  北野校
011-882-4500

宮の森スポーツ  北野校
047-330-2177

伊藤　　亮
0798-71-0706

加納　公一
088-625-4343

テニスアリーナガーデン
025-523-6015

水澤　和正
080-3324-1211

髙内　博之
073-423-5530

Let'sﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ西浜
045-803-1625

プロフェッショナルテニススクール
0568-55-6566

川瀬　智巳
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広報委員会

　日本プロテニス協会では、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・幹事の皆様と理事か
ら募った該当者の推薦案を、選考委員会にて検討して選出した後、理
事会の承認を経て決定される仕組みとなっており、授賞式はコンベン
ションにて行われます。

※この表彰は、2016年4月～2017年6月までを対象期間とし選定させていただいております。

2016 年度
公益社団法人 日本プロテニス協会

協会賞

Vol.207

永年会員賞 2017年度、節目の年を迎えられた会員の皆様に、永年の感謝の意を表します。

安居院 公隆
東 俊秀
岩井 良太
磐長谷 知孝
岡井 伸彰
岡部 忠弘
音喜多 秀顕
海道 俊也
加藤 慎介
河上 初美

川村 旬
菊地 央樹
佐藤 貴之
塩見 一成
白河 英憲
高雄 謙治
田仲 恵美
塚本 達也
長尾 信太郎
中川 正義

長嶋 健一
中村 雅巳
西川 智章
広橋 賢
前田 昌宏
前野 義夫
松下 雄一郎
水橋 太樹
三井 勝彦
山口 賢之

山下 智史
吉川 智晴
吉田 平

10 33名年

相澤 秀樹
阿部 武
池田 宗宏
一柳 浩久
伊藤 明洋
伊藤 伸彦
臼倉 明博
内海 大介
榎本 進
大杉 清一

金子 健一郎
木許 孝俊
倉科 賢二
河野 公紀
国米 健太
小林 有紀
斎藤 一人
佐藤 洋
柴田 優子
嶋 利夫

島村 勝則
施 長勇
関根 誠
高橋 正也
田中 栄治
長澤 昇一
中島 健文
平井 治行
平野 徹二
本田 徳実

前田 明宏
松田 充弘
吉田 真幸

25 33名年

幾世 昌臣
池口 一裕
太田 茂
大谷 晶子
岡田 岳二
小野 哲生
近藤 真弘
笹島 誠悟
澤田 竜也
庄司 和朋

杉澤 康一
出口 卓茂
徳永 靖久 
永長 厚子
林 英樹
松林 瞳美
水澤 和正
山本 純 

15 18名年

逆井 彰
澤田 誠
高橋 康雄
水野 明栄

40 4名年

秋山 裕
井塚 清士
井上 泰男
小牧 司和
佐藤 浩司
柴原 正人
周世 康生
田澤 明恵
田中 真一
田村 英和

時田 祐貴
根本 幸英
服部 宏成
平山 和成
深澤 啓志
藤井 章寛
前田 浩俊
溝畑 佑哉
見並 直紀
南 博昭

20 22名年

矢口 宏美
安本 充

相沢 秀雄
足立 哲也
阿部 公一
安部 高広
網野 真人
池田 秀德
石田 成之
伊藤 仁
井上 誠
今井 秀明

入口 洋光
植田 耕吉
内田 治
海野 広規
岡本 淳一
小木田 典之
小倉 民夫
小野澤 勉
柏井 正樹
北野 篤

菊川 隆
木村 昭弘
木村 浩之
京田 弘幸
小林 英夫
酒井 基成
佐藤 泰司
志治 良幸
清水 学
下畑 親祐

城ケ崎 雅秀
白沢 健二
杉崎 孝子
鈴木 明
鈴木 優
髙島 昭
高綱 博之
田中 克子
田渕 浩史
時田 隆

30 63名年

豊留 俊一
長迫 淳一
中澤 正彦
橋本 剛
長谷川 伸
廣岡 孝通
伏田 諭
伏間 憲二
北條 尚敦
堀 義治

馬込 勉
間島 章好
松本 聡
丸山 傑
宮本 宣俊
村田 修
持舘 英伸
矢野 行宏
山崎 謙治
米村 雅彦

和田 忠雄
和田 浩昌
渡邊 光義

浅野 章
池城 昌史
岩田 克二
牛尾 曜子
江島 秀雄
緒方 公生
岡田 千秋
加藤 匠
門脇 章
川勝 秀昭

川島 政彦
熊倉 由紀子
栗山 雅則
桑原 秀実
児山 俊之
佐藤 和彦
佐藤 孝一
柴田 和志
白戸 仁
杉浦 晃

高澤 克巳
高瀬 裕治
竹内 博
田中 徹
千野 時晴
富岡 好平
富田 均
中島 幸彦
中野 吉隆
長浜 孝夫

新名 祥二
西 正人
忽滑谷 裕之
浜口 恭寿
浜田 邦夫
林田 道弘
福島 実
北條 四郎
森岡 清
森田 常樹

35 49名年

八島 正幸
安野 清志
安原 正
八巻 廣
山口 敬善
山本 明弘
湯淺 正悟
余語 敏彦
吉田 信之

※五十音順

現在審査中
・ PLAYER OF THE YEAR

・ 優秀コーチ 賞
・ BEST MANAGEMENT  賞
・ 協力賞
・ 特別賞
・ 功労賞

対象者
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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
サリュートインドアテニススクール加須

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
自由ガ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
立川ルーデンステニスクラブ

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ヨネックス
オフィシャルウェア

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。

オフィシャルスクール・後援委員会

会員サービス委員会

その他の会員サービス
■ JPTA 会員は、慶弔見舞金制度により見舞金を受けることができます。
■ JPTA ホームページ上に写真とプロフィールを公開することができます。
■ その他、テニスに関する保険や共済制度、JPTA オフィシャルスクールの名
　 称使用等（要申請・認定）多数ご用意しております。

Vol.207

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。

2017モデルより 2016モデルより
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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 ペイントマノン

HEAD Japan 株式会社 富岡葡萄農園

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。

Vol.207
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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。

向山潔氏が6月30日を持ちまして事務局長を退任し、7月1日より新事務局長として、田中照久氏が就任いたしました。

6月30日　向山　潔　事務局長 退任
7 月 1 日   田中照久　事務局長 就任

新理事長のもと、広報・企画推進事業部を担当させていただくことになって、最初の”JPTA NEWS”207号を、皆様のご協力
を得て発行することができ、厚く御礼申し上げます。
今後とも、会員への分かりやすい情報伝達を心がけてまいります。皆様のご意見をお寄せいただきますよう、よろしくお願い
いたします。

広報・企画推進事業部長　荒井 英樹

皆様のご協力のもと、2017年7月号も無事に発行することが出来ました。心より御礼申し上げます。
今後も本誌がJPTAを応援していただいている方の情報ツールとして有効活用していただければ幸いです。引き続き、協会へ
のご要望、ご提案などお待ちしております。

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

編集後記

ホームページのご案内

事務局長交代のお知らせ

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。

日本プロテニス協会公式のFacebooｋとなります。

『いいね！』 
宜しくお願い致します。

Vol.207

URL：http://www.jpta.or.jp/


