
　　　　０８．０４．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.３５)　

1､　ＴＴＡの動き
　(1)３／１１(火)ＮＴＣ視察　　　(井村)､(青柳)副理事長､(川村)ｼﾞｭﾆｱ委員長｡赤羽からバスで10分程

1)2008年、念願のナショナルトレーニングセンターが完成しました。日本全国から選抜された将来性ある
　ジュニアが集い、世界レベルを目指す拠点です。ニッポンテニスの心、歴史の魂と、時速200㎞、
　超高速最新テニスに対応するスポーツ科学の最新情報ソフトでもって選手の育成強化を図るとともに、
　それらによって得られたノウハウを日本全国に発信する拠点です。先人たちが100年費やして築いた
　「テニス」をさらに発展させ、日本のテニスを世界レベルに引き上げ、次の時代に引き継ぐ、それが
　私たちの使命であり、ナショナルトレーニングセンターはそのための施設です。ナショナルトレーニング
　センター運営のハード、ソフト、支える人材は豊富です。そしてその運営の資金面を支える制度が
　「ワンコイン制度」です。この制度はテニス大会に参加される皆様一人一人に、エントリーあたり
　100円（団体戦は1チーム500円）をご負担頂く制度です。
2)ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ２面＋ｱﾝﾂｰｶ２面｡宿泊施設有り｡各県又は他県との合同強化練習に使用可｡

　(2)第1回　ＳＰＯＲＴＳ　ＤＥＰＯ　ＣＵＰ栃木県クラブ対抗テニス大会

  　1)3月16日(日)準決勝まで行い日没順延､23日(日)男女決勝実施

男女 大会№ 開催年度 優勝 準優勝 第３位 第３位

男子 第１回 2008年 サトウＧＴＣ ローズＴＧ 足利みなみ HIT

女子 第１回 2008年 サトウＧＴＣ 大田原レオ RIZU 黒磯テニスクラブ

2)3/9(日)の都市対抗の代表争いと違い､第1回のクラブ対抗は一味違った接戦で見応えがあった｡

　2007年度　栃木県テニス協会総会開催
 　4月20日(日)　14:45～　　　 総会受付開始　　　　15:00～17:00　2007年度総会(忌憚のないご意見を)

　　　　　　　　　　17:15～17:45　ランキング表彰式 被表彰者の方の多くのご参加を!!

　　　　　　　　　　18:00～19:00　懇親会(立食パーティ)会  場  ：ホテルニューイタヤ

2､　３/１７(月)　18:00～20:30　第45回JTAﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ会議(ＪＴＡ普及本部ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄプロモータ(井村)出席､月1回会議)

　(1)マナーキッズテニスプロジェクト展開戦略・戦術についての第７回意見交換を行った｡
　(2)５部会を設置し、次回第４６回会議において各部会長より、人選及び施政方針をご説明頂く。

①「企画・業務部会」　清水部会長　　②「マナーキッズテニス教室の普及と定着化」部会　　　　水田部会長
③「資金及び協賛会社拡充策」部会（NPO法人と共同） 　大藤部会長　　④「総務・経理・広報・購買」部会　中村部会長
⑤「全国大会」部会　　　　岩佐部会長

　(3)上記部会毎に実質的な討議を行い（開催頻度は部会長に一任）、全体プロジェクト会議は３ヶ月に１回の頻度で開催する。

　(4)栃木県では､この５／６(火)に宇都宮市体育館で｢第２回ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ｣を実施する｡今回は日本公文教育研究会と連携し､
　　　宇都宮市周辺からの児童の参加募集中です｡

3､　３／２４(月)１４：００～　ＫＴＡ第７回常務理事会
　(1)都市対抗関東予選　　５／１０(土)　さいたま市営天沼公園ﾃﾆｽｺｰﾄ(6面)⇒予備日５／１１(日)
　　　群馬県､千葉県､茨城県､埼玉県の４ﾁｰﾑから､２ﾁｰﾑ選抜｡栃木県はｽﾄﾚｰﾄｲﾝ(宇都宮市)
　　　ＪＴＡの国体委員会で｢都市対抗参加基準作成し､大学生のふるさと制度｣の実施
　(2)関東オープン

本戦 予選 締切 選考委員会
一般 5/26(月)～31(土) 5/20(火)～22(木) 4/21(月)17時 4/25(金)10:00
ベテラン 5/26(月)～6/1(日) 　　　－ 4/21(月)17時 5/7(水)10:00

　(3)4/26(土)～27(日)フェドカップ　ﾜｰﾙﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾌﾟﾚｰｵﾌ　日本　対　フランス　　多くの観衆で応援を！！

4､　３／２８(金)１５：００～　JTA｢H19年度第2回評議員会｣
　(1)(盛田)会長挨拶

1)ＪＴＡワンコイン制度で､各地域協会を廻った｡｢これからの百年日本のテニスを支えるのはあなたの１００円です｣
　2008年「ナショナルトレーニングセンター」が設立され､それを支える08.4.1～「ワンコイン制度」のご協力を｡
2)期待のテニス王子の(錦織)<にしこり>選手の活躍で､テニスブームを！！
3)JTAのH19年度決算作成中だが､かなりの支出超過｡H20年度も厳しい｡この2年間の収支０へ､委員会経費の-5%､
　ﾄｰﾅﾒﾝﾄの-2.5%の削減｡

　(2)(内山)総務･財務本部(9委員会)---財団法人への移行､財務体質の改善､ﾃﾆｽﾐｭｰｼﾞｱﾑ､H20/10の医事委員会　

　　　(小浦)強化本部(5委員会)---北京五輪､ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑがNTCで強化練習､

　　　(飯田)普及本部(6委員会)---Ｓ級コーチの養成､中体連(加盟18県､準加盟3県､未加盟26県)で5月総会に具体的提案､

　　　(田中)ﾄｰﾅﾒﾝﾄ本部(9委員会)---審判の育成､ｱｼﾞｱﾍﾞﾃﾗﾝ都市対抗180名参加､夏休みにｼﾞｭﾆｱの大会目白押し

　(3)９／２３　テニスの日｢テニス祭り｣---バッジでなく､チャームに変更

  (4)質疑応答の主なもの

　　1)和歌山県で､国体７年後---コートサーフィス(ﾊｰﾄﾞなのかｵﾑﾆなのか)､JTAの基本方針を

　　2)長崎県の中体連---ハードル高い､H23年に加盟予定とか､H19/5総会に具体策を 　　　　　　以上



　　　　　　　　　　　　　　　　　　０８．０５．０３　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.３６)　

1､　ＴＴＡの動き
　(1)４／２０(日)　2007年度栃木県テニス協会総会

1)2007年度の事業及び決算報告→4/13(日)会計監査を那須塩原協会と日光協会で実施したのを報告いただいた｡
　　2)2008年度組織及び事業計画/予算の報告

  　3)質疑の中で､①ハンドブックの発行につき､各地区協会の総会日程も考慮に入れて発行を

　　　　　　　　　　②那須塩原協会では冬季は雪等もあり厳しく､僻地対策でないが､県北でTTA事業の実施を

4)終了後０７年度の優秀者の表彰式を行った---多くの方の参加があればもっと盛り上がると思う｡

5)最後に､表彰者も含め懇親会を実施｡忌憚のないご意見につき､即実施出来るよう努めたい｡

　(2)5/3(土)スポレク/ねんりんのドロー会議　　　今後共多くの参加を!!

スポレク(全国大会　滋賀県) ねんりん(全国大会　鹿児島県) 合計
30才ﾐｯｸｽ 40才ﾐｯｸｽ 50才ﾐｯｸｽ 計 60才男D 70才男D 60才女D 計

０７年 9 16 3 28 6 4 6 16 44 昨年比

08年 7 15 11 33 12 4 9 25 58 132%
　2011年　栃木県で全国大会 　2014年　栃木県で全国大会

2､　４/２３(水)　KTA常務理事会　(井村)出席

　(1)H19年度事業報告/収支決算報告及びH20年度事業計画/予算案
　(2)０８関東オープン---枠１０%増｡定員に満たないのがﾀﾞﾌﾞﾙｽで､55才男､75才男､80才男､45才女
　(3)都市対抗関東予選---埼玉県で実施｡前橋市､流山市､さいたま市､つくば市で対抗戦

3､　４／２５(金)　ＫＴＡ　関東オープン(一般)ドロー会議　<ﾍﾞﾃﾗﾝは5/7に実施>

NO 選考方法 男子シングルス 女子シングルス
出場手順 本戦枠 出場手順 本戦枠

1 申込 ４月のＪＯＰ順に､申込者１１１名 ６４名 ８４名 ６４名
2 本戦 JOPNO1～４６(箱島26位) ４５名 JOPNO1～４３ ４３名
3 各都県ﾜｲﾙﾄ６名枠に対し､3名推薦､枠３名余り 　1名 ６名枠に対し､３名推薦､枠３名余り 　３名

(木村は93位だがWC､2名はJOPで本戦可)
4 ２次予選 56名(二次枠) １８名 38名 １８名
5 1次予選 　9名(内８名が二次へ) 無し

NO 男子ダブルス 女子ダブルス
出場手順 本戦枠 出場手順 本戦枠

1 申込 ４月のＪＯＰ順に､申込者３５組 ３２組 ４月のＪＯＰ順に､申込者２４組 ３２組
2 本戦 JOPNO1～２１ ２１組 JOPNO1～２３ ２３組
3 各都県ﾜｲﾙﾄ３組枠に対し､4組推薦 　３組 ３組枠に対し､1組推薦､枠2組余り 　１組

上位JOP順でかろうじて入った
4 ２次予選 11組 　８組 32枠内で予選必要ないが､要項に 　８組

書いてあり､予選日は設ける

1)栃木県からも多くの方が出場し､切磋琢磨を！！

2)日頃からＪＯＰ対象大会に出場し､ＪＯＰの高順位での出場目指して頑張って下さい｡国体関東ﾌﾞﾛｯｸ予選でシード順位決定に影響する｡

4､　ＪＴＡ　｢環境レポート　２００８｣
1)JTA森田正明会長挨拶
　今度のノーベル平和賞を｢地球温暖化の危機｣を討った続けているアル･ゴア氏が受賞されたという事は､今や世界の環境
　問題は､｢このまま放置したら致命的になりますよ｣と宣告されたに等しい｡
　私達の愛するテニスも､このまま｢地球温暖化対策｣を放置すれば､何時の時にか､もう青空の下でボールを追って駆け巡る
　ことも出来なくなるかも知れません｡｢温暖化でスポーツを消さないで！！　チーム･マイナス６%｣にご協力を！！
2)JOC環境ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　松岡修造氏
　環境問題について､後援会､またジュニアクリニック､ジュニア合宿などで伝えているが､僕が強調するのは､環境問題だからと
　いって難しく考えることはないということ｡”環境を考えよう！”　”ゴミを出さないようにしょう”などと子供達に言っても中々
　伝わらない｡要は､｢当り前のことをしていくこと｣｡そこで僕は”じぶんのこころ＝良心に聞け！”と伝えている｡

　　　3)｢６つのアクションプラン}　身近なことから実践を！！----071001TTAﾚﾎﾟｰﾄNO29にも書いたのを参考にして下さい｡
　　　　①蛇口はこまめににしめよう　　　　　一世帯当りの年間CO2削減効果　約６５㎏　　　一年間の節約金額　約４，０００円　　　　　　　
　　　　②アイドリングをなくそう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約３９㎏　　　　　　　　　　　　　　　　約２，０００円　　　　　　　　
　　　　③エコ製品を選んで買おう　　　　　　　　　　　冷蔵庫　　　　　　　　　　　約１７０㎏　　           　　　　　　　約１１，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エアコン　　　　　　　　　　　約１３０㎏　　　　　　　　　　　　　　　約８，７００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電球型蛍光灯ランプ　　　　約３０㎏　　　　　　　　　　　　　　　 約１，４００円
　　　　④過剰包装を断ろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約５８㎏
　　　　⑤コンセントをこまめに抜こう　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　約８７㎏　　　　　　　　　　　　　　　 約６，０００円　
　　　　⑥冷房は28度Ｃに設定しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約３１㎏　　　　　　　　　　　　　　   約２，０００円　

これだけでも一世帯当りの年間CO2削減効果　　　　　　　　　　　　　　　約６１０㎏ 以上



　　　　　　　　　０８．０６．０２　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.３７)　

1､　ＴＴＡの動き
　(1)スポレク/ねんりんの全国大会派遣選手の決定！！

ねんりん(全国大会　鹿児島県)

　　 増田英倫 サンテニス 中山三男 佐野市

  　3 菊池千絵 C-Spirit 猪瀬久男 宇都宮市

去田稔 ラブオール 大峠昌功 佐野市

生井美智子 サンテニス 小野寺重雄 宇都宮市

小林雅治 サンテニス 橋本とめ子 宇都宮市

小野久子 サンテニス 本田美智子 壬生町

０８．１０．１９(日)～２０(月)　大津市 08.10.25(土）～27(月)　鹿児島市

　(2)２０１１年スポレク全国大会(栃木県開催)準備委員会の発足

　　1)各種目の第1回意見聴取(テニスは､4/17(木)9:00～　(井村)出席)

　　2)第1回全体準備委員会　　　　　　　  6/16(月)13:30～　県庁会議室

　国民体育大会 　　ねんりんピック ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ祭(ｽﾎﾟﾚｸ) 日本スポーツマスターズ

目的 競技ｽﾎﾟｰﾂの全国大会 昭和６３（１９８８）年に「いのち輝く長寿昭和６３（１９８８）年に生涯 競技志向の高いシニア世代

社会」をテーマ ｽﾎﾟｰﾂの全国ｲﾍﾞﾝﾄ を対象とした、全国で初めて

厚生労働省､長寿社会開発センター 文部科学省、（財）日本体育協会等 の総合スポーツ大会

年度 　回次 開催県 　回次 開催県 　回次 開催県 開催県

2007年(H19年) 第62回 秋田県 第20回  茨城県 第20回　 青森県 滋賀県

2008年(H20年) 第63回 大分県 　第21回 　 鹿児島県 第21回　 滋賀県 高知県

2009年(H21年) 第64回 新潟県 第22回 北海道･札幌市 第22回 宮崎県 静岡県

2010年(H22年) 第65回 千葉県 第23回 石川県 第23回 富山県 三重県

2011年(H23年) 第66回 山口県 第24回 熊本県 第24回 栃木県

2012年(H24年) 第67回 岐阜県 第25回 宮城県･仙台市 第25回

2013年(H25年) 第68回 東京都 第26回  高知県 第26回

2014年(H26年) 第69回 長崎県 第27回 栃木県 第27回

　(3)第63回国民体育大会　栃木県予選会の実施　　多数の方のご声援を！！

平成２０年6月７日(土)、15日（日）９：００～　栃木県総合運動公園　　予備日６月２８日（土）　栃木県総合運動公園　

男子　１６名｡女子　５名が参加し男女各２名(補欠各１名予定)が選抜されます｡

2､　５/２１(水)14:30～　KTA常務理事会　(井村)出席　　15:30～理事会･総会　(井村)(久保田)出席

　(1)総会内容の確認---H19年度事業結果･決算｡H20年度事業計画･予算
　(2)ジュニア委員会---ランキング､ダブルエントリー問題(申込OK､出場は1大会､ダブル出場は不可)
　(3)日中成人スポーツ友好交流事業---6/5～10､４種目､テニス男女１４人(埼玉県から選抜)､日体協主管
　(4)千葉県---5/17(土)総会｡H22年国体(国体関連の視察､全日本都市対抗の実施)
　(5)環境問題---ボールのリユース､空缶タブで車椅子を
　(6)都市対抗関東ﾌﾞﾛｯｸ予選---４チームが参加､｢さいたま市｣と｢前橋市｣が決定
　(7)第47回関東実業団対抗ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ)---7/18(金)～20(日)､埼玉県狭山市智光山公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

3､　５／２８(水)　１５：００～１６：４０　ＪＴＡ評議員会
　(1)H19年度事業報告/収支決算報告---赤字決算､繰越金の取り崩し｡中間フォローと経費節減｡４本部長から報告
　(2)中体連加盟準備委員会---H22準加盟し､H23年までに加盟努力
　(3)山口県意見---ベテラン大会Ａ～Ｄの４大会がJOPに適用だが､若いベテラン層は現役であり､一週間大会参加厳しい､３大会に検討を!

4､　第44回東京オープンテニス選手権大会(グレードD1)　　　5/26(月)～関東オープンは結果出次第掲載します｡
　(1)平成20年4月9日（水）～4月27日（日）　有明テニスの森公園・昭和の森テニスセンター　

　(2)成績
男子シングルス 　35才以上　　佐藤政大（サトウGTC）　　　　 優勝

　70才以上　　小野寺重雄（サトウGTC）　　 ベスト8
他に出場---45才以上　金子幸男｡60才以上　幸田和男､中山三男､柴田良一､佐藤政雄｡　65才以上　小坂冨吉､猪瀬久男､長谷川清

男子ダブルス 　35才以上　　佐藤政大（サトウGTC）･黒田貴臣（サトウGTC）　　　優勝
　60才以上　　中山三男（みかも山TC）･大野義和（TEAM JANNU）　　　ベスト8
　65才以上　　佐藤久和（ナマイTS）･川緑　衛 （高洲TC）　　　　　 優勝
他に出場---70才以上　大峠昌功（フォールート）･清水蒸司（ウエストグリーンTC）

女子シングルス 40才以上　松本恭子（クロスポイント）､60才以上　角佳代子（那須田園）が出場

以上

女子6０才

４０才

５０才

スポレク(全国大会滋賀県)

３０才 男子6０才

男子7０才



　　　　　　　　　０８．０６．２６　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.３８)　

1､　ＴＴＡの動き
　(1)下野新聞社１３０年  6/3(火)11:40～14:00　ホテル東日本宇都宮　　(井村)出席

2)約１，０００名の招待者
　

　(2)国体県予選　　6月７日(土)、15日（日）９：００～栃木県総合運動公園

                   ⇒8/22～24関東ﾌﾞﾛｯｸ予選(山梨県小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園)

成年男子 成年女子

１位 山口尚吾(リコー） １位 松重貴子（専修大学）

２位 箱島正隆(VOX） ２位 吉田麻美（駒澤大学）

補欠 河内良容(TOPインドアステージ氷川台） 補欠 柴原愛美（東海大学）

　(3)6/10(火)県体協主催　｢H20年度第1回一貫指導ｼｽﾃﾑ全体研修会｣　　３３団体､約１００名が受講
1)｢栃木県テニス協会の取組み｣　　(青柳)(井村)にて発表
　①(井村)---･情報提供､公開､共有の重要性　　ＴＴＡレポートを毎月ＨＰに掲載､６月で３７回発行　　
                   ･事実を押さえ､現認する癖をつける｡事実に漏れのないこと､判断を間違う
                   ･約２０M¥の予算の３６%がジュニア関連---次代を担うジュニアの発掘･普及･育成･強化１０ケ年計画推進中
　　　　　　　　　　　マナーキッズテニスからジュニア１１才以下の発掘施策
                   ･ハンドブックの発行､身近な改善に努める　
　②(青柳)---･とちぎオープンジュニア大会の開催---約５００名参加､県ジュニアの強化
　　　　　　　　 ･１１才以下強化指定選手選考会の実施---基礎体力､リズム感と敏捷性､打球テスト等全１６項目で総合評価
                   ･12～14才の群馬県の強化練習会､15～17才トップ選手招聘し強化練習マッチ
                   ３／１１(火)ＮＴＣ(ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ)視察､強化指定選手の隣県合同合宿の具体化
2)｢一貫指導における体と心に対する留意点｣　芝浦工業大学　体育研究室　浜野学　先生
　①競技者の長期育成理論---Bａｌｙｉの６つのステージ(各Stage毎にFive　Ｓ'ｓがある)｡勝利至上主義の弊害

　　　　　
　　　　　

2､　第44回東京オープンテニス選手権大会(グレードD1)　　　5/26(月)～関東オープンは結果出次第掲載します｡
　2､1　第4回ーヨネックス杯ー東日本オープンベテランテニス選手権大会(グレードD2)
　　　5月12日（月）～17日（土）　　仙台市泉総合運動場庭球場テニスコート他

　男子シングルス 　60才以上　　佐藤政雄(サトウGTC)　　　　　　　　　ベスト8
65才以上 猪瀬久男(MTC)　　　　　　　　　　　ベスト8

　70才以上　　小野寺重雄（サトウGTC）　　 ベスト4
他に出場---45才以上　金子幸男(2R)｡60才以上　幸田和男(3R)､柴田良一(2R)｡　65才以上　小坂冨吉(1R)､長谷川清(2R)

　男子ダブルス 70才以上 大峠昌功（フォールート）･清水蒸司（ウエストグリーンTC） 準優勝　
他に出場---男子60才以上　佐藤政雄・柴田良一(1R)　　　65才以上　猪瀬久男・長谷川清(2R)

　2､2　第82回　関東オープンテニス選手権大会（ベテランの部グレードB2）
　　　有明テニスの森公園　2008/5/26～5/31　　県立柏の葉公園庭球場2008/5/26～6/1
　　　小田原テニスガーデン 2008/5/26/～6/1　　昭和の森テニスセンター　2008/5/26～6/1

　男子シングルス 　35才以上　佐藤政大(サトウGTC)　　　　　　　　　　　 準優勝

　65才以上 佐藤久和(ナマイテニススクール)　　　　　　ベスト16

　　他に出場---50才以上　人見正二(ジョイナス)(1R)､60才以上　中山三男(みかも山GTC)(2R)､

　　　　　　　　65才以上　小坂冨吉(フォールート)(1R)､猪瀬久男(MTC)(3R)｡70才以上　小野寺重雄(サトウGTC)( 2R)

　女子シングルス 40才以上　松本恭子(クロスポイント)(1R)､45才以上　佐藤美枝子(フォールート)(1R)

　男子ダブルス 35才以上 佐藤政大(サトウGTC)･黒田貴臣(サトウGTC）　 優勝 

65才以上 佐藤久和(ナマイTS)･川緑 衛(高洲TC)  ベスト4 

猪瀬久男(MTC）･長谷川清(サーブ)　 ベスト16

　　他に出場---50才以上　村上郁夫(ジョイナス)･人見正二(ジョイナス)(1R)､

　　　　　　　　　　60才以上　中山三男(みかも山GTC)･大野義和(TEAM JANNU)(1R)   　　　　以上

1)｢郷土と共に｣をスローガンに創刊１３０年

Ｓtage1
Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ
楽しみながら基本
動作の習得

Ｓtage2
Ｌearning　to
Ｔrain
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを学
ぶ

Ｓtage3
Training　ｔｏ
Train
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの為のﾄ
ﾚｰﾆﾝｸﾞ

Ｓtage4
Training　ｔｏ
Compete
試合の為のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

Ｓtage5
Training　ｔｏ　Win

勝つ為のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

Ｓtage6
Retiremen/
Retaining
　引退

Five　Ｓ'ｓ
　Sｔａｍｉｎａ　有酸素能力
　Sｔｒｅｎｇｔｈ　筋力
　Sｐｅｅｄ　　　ｽﾋﾟｰﾄﾞ
　Sｋｉｌｌ　　　　専門ｽﾎﾟｰﾂ技術
　Sｕｐｐｌｅｎｅｓｓ　柔軟性

スポーツマンシップ
①Respect　(尊重)　　　　　　　　　②Fair　play　(公平)
③Good　looser　(良き敗者)　　　　④Loyalty　(チーム愛)
⑤Smile　(笑顔)　ユーモア！　　　⑥Challenge　(挑戦)
⑦Good　ｈａｂｉｔ　(良き習慣)　　　　⑧Good　sports　(信頼される人)

ハッと感動した一言！
　6/23(月)20:00～NHK｢鶴瓶の家族に乾杯

　　-大田原市の旅｣
　･ｱｰﾁｪﾘｰ　山本博　ｹﾞｽﾄ
　･大田原市---那須与一､米､鯉のぼり
　･３つの流れ⇒元気､やる気､勇気
　･新しい出会いと触れ合い



　　　　　　　　　０８．０８．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.３９)　

1､　ＴＴＡの動き
　(1)日本スポーツマスターズ2008　６／２２(日)(雨天で一部順延)及び２９(土)に屋板運動場で､熱戦が繰り広げられた！！

優勝 準優勝 ３位 ３位 ﾄﾞﾛｰ数

鈴木秀男 県庁テニスクラブ 増渕敏之 サンテニス

渡邊隆典 RiZU 落合聡 サンテニス

初山良子 ＦＴＳ 益子きく子 ローズTG 関口和代 サンテニス 大島文子 小山マスターズ

池田　美香子 ＦＴＳ 佐藤千恵子 エンデバー 藤江敦子 KDDI HTC 小俣美和子 FAIR WIND

2)日本スポ-ツマスターズは､高知県高知市での開催になります。

　(2)国体関東ブロック予選　　8/22～24関東ﾌﾞﾛｯｸ予選(山梨県小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園)

成年男子(監督　阿久津定之) 成年女子(監督　菊池千絵)

１位 山口尚吾(リコー） １位 松重貴子（専修大学）

２位 箱島正隆(VOX） ２位 吉田麻美（駒澤大学）

2､　7/16(水)　ＫＴＡ(関東テニス協会)
　2､1　常務理事会に先がけて､１２：００～国体関ブロドロー会議が行われた｡男女共､本国体には８都県中､６県が通過｡
　　　　県民の皆様の多大なご声援を!!!

　<男子>
◆ Ａブロック ◆ Ｂブロック

第４シード

　<女子>
◆ Ａブロック ◆ Ｂブロック

　2､2　14:00～　ＫＴＡ　常務理事会の主な内容
1)茨城県テニス協会(宗形)理事長､埼玉県テニス協会(森田)副理事長が､ＫＴＡ常務理事で紹介､挨拶があった｡
2)関東オープン終了---一般で学生の参加少ない｡来年度の会場検討(他県でも会場候補地提案を)｡

3)強化普及本部---関東ジュニア7/20～26白子で｡千葉県で日中韓交流大会｡10/19(日)リフレッシュ講習会｡

　　　　　　　　　　　　 上級はＪＴＡで実施---国体の監督(高校の先生)飛び級で受験可｡　Ｓ級エリートコーチ---年齢､英語力､ジュニア育成

4)実業団---7/19(土)～26(日)ビジネスパル｡9/5(金)～7(日)関東実業団

5)広報委員会---１０／１にＫＴＡニュース発行､ダブルエントリー問題｡　　

　　ＡＩＧオープン(9/29～10/5)入場券の組織販売中

6)千葉県---①来年の国体は千葉県､7/17～国体視察(5名)｡関ブロも実施　　②8/25～27　日中韓対抗戦　　③ﾜﾝｺｲﾝ制度順調に実施

7)東京都---①ﾜﾝｺｲﾝ制度---東京ｵｰﾌﾟﾝで実施　　②6/25付　JTAから｢アイデアを出して欲しい｣と通達

8)埼玉県---①ﾜﾝｺｲﾝ---大会毎銀行口座へ､まとめて半期にJTAに　　②8/1～インターハイ　全37面で､8/2～4団体戦､8/5～8個人戦

9)茨城県---①4/3にJTA通達｢県大会もＪＯＰ登録を｣→県大会の出場選手全員は難しい､JTAで別途通達出す｡

10)栃木県---①ﾜﾝｺｲﾝは埼玉県と同じ　　②2011年に全国スポレク(準備中委員会発足)｡2014年に全国ねんりん実施

　　　　以上

ラベンダー １２

女子４０才D １６

県庁テニスクラブ 高橋由美子 HONDA T.C 小高直子

サトウＧＴＣ ３０

男子４５才D ７

男子３５才Ｓ 増田英倫 サンテニス 町井浩美 ＲIZU 梅津京 ＣＴＣ

1

江田秀樹

女子４０才Ｓ 松本恭子 クロスポイント 田中明子

　　 ＊ 各種目の優勝者は栃木県の代表として全国大会に出場していただきます。
 　　＊ ２００８年９月２０日(土)～２２日(月)　予備日　２３日(火)

2

東京 千葉5

4 埼玉 栃木

3

神奈川

山梨

茨城

群馬

6

1 東京 神奈川

3

栃木

千葉 7

山梨

群馬

2

4 茨城 8 埼玉

7

8

5

6



　　　　　　　　　０８．０９．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.４０)　

1､　ＴＴＡの動き
　(1)日本スポーツマスターズ2008　６／２２(日)(雨天で一部順延)及び２９(土)に屋板運動場で､熱戦が繰り広げられた！！

優勝 　　2)日本スポ-ツマスターズは､高知県高知市での開催になります。

 　　　＊ 各種目の優勝者は栃木県の代表として全国大会に出場していただきます
　　　　　男子３５才Ｓで優勝の増田選手が仕事の出場不能となり､梅津京

鈴木秀男 県庁テニスクラブ 　　　　　選手が全国大会に出場します｡
渡邊隆典 RiZU 　　　＊ ２００８年９月２０日(土)～２２日(月)　予備日　２３日(火)

初山良子 ＦＴＳ

池田　美香子 ＦＴＳ

2､　国体関東ブロック大会が甲府市で行われ､久し振りに成年男女が激戦の中勝ち抜き､本国体出場！！！
　　　　　国体関東ブロック予選　　8/22～24関東ﾌﾞﾛｯｸ予選(山梨県小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園)

　　　成年男子(監督　阿久津定之) 成年女子(監督　菊池千絵)

　　　１位 山口尚吾(リコー） １位 松重貴子（専修大学）

　　　２位 箱島正隆(VOX） ２位 吉田麻美（駒澤大学）

　<男子>
◆ Ａブロック ◆ Ｂブロック

東京 千葉
2-0 2-0

東京 千葉
2-0 2-0

山梨 栃木
2-1 '2-1

第４シード
男子は1回戦の群馬県に、ダブルス４－７から挽回しマッチポイントも数回取られたが挽回し、逆転勝利｡Bﾌﾞﾛｯｸ2～3位決定戦の
茨城県とは、ダブルス３－６から挽回し、９－７で大接戦で劇的逆転勝利でした。本当に有難うございました。
最終的に､東京､千葉､山梨､栃木､埼玉､神奈川の6都県が大分国体に出場｡

　<女子>
◆ Ａブロック ◆ Ｂブロック

栃木 神奈川
2-1 2-0

茨城 神奈川
2-0 2-0

茨城 群馬
'2-1 2-0

女子は１回戦東京に､ダブルスにかかり､８－６で勝ったこと｡二回戦は負けたが、１日目で出場決定を獲得しました。

男女共､多数の方の応援のお陰で､本当に有難うございました｡本国体で、成年男女､少年男女頑張ります｡

最終的に､茨城､神奈川､栃木､群馬､東京､千葉の6都県が大分国体に出場｡

3､　他県での大会の主な戦績
　3､1　第87回東京毎日選手権（ベテランの部）

期日：6月9日（月）～6月16日（月）（男子65才以上/女子60才以上） 会場：昭和の森テニスセンター/西武ドームテニスコート
        7月19日（土）～7月27日（日）（男子55才以上/女子50・55才以上）
        7月28日（月）～8月4日（月）（男子40・45・50才以上/女子45才以上）

        ７月28日（月）～8月2日（土）（男子35才以上/女子45才以上）

シングルス 男子65才以上　　  猪瀬久男　MTC　       　　　ベスト8 佐藤久和　ナマイTS　　　　　ベスト8

ダブルス 男子65才以上　　　佐藤久和　ナマイTS ･川緑　衛　　高洲TC 　　　　ベスト4

男子シングルス　60才以上　中山三男　みかも山TC　　3R､65才以上　小坂冨吉　フォールート　1R､長谷川清　サーブ　　3R

女子シングルス　40才以上　松本恭子　クロスポイント　1R､45才以上　佐藤美枝子　フォールート　3R

ダブルス　　男子60才以上　中山三男　みかも山TC･大野義和　TEAM JANNU　1R､70才以上　大峠昌功　フォールート･清水蒸司　ウエストGTC　2R

　3､2　第57回（平成20年度）北信越ベテランテニス選手権大会　　期日：平成20年7月18日（金）～7月24日（木）

　　　　　会場：松本市：浅間温泉庭球場

シングルス　　男子50才以上　　砺波哲也　足利みなみ　2R､60才以上　柴田良一　BRUGE　1R､65才以上　小坂冨吉　フォールート　3R

　　　　　　　　 男子65才以上　猪瀬久男　MTC　 3R
ダブルス　男子65才以上　　　猪瀬久男　MTC･菅野正也　原町クラブ　1R､70才以上　大峠昌功　フォールート･橋本秀夫　グリーンアカデミーTC    3R

*　北信越大会は猛暑の中での試合となり各選手頑張りながらも戦績は余り残せませんでした。この会場はナイター設備があり　

　　（6面）菅野・猪瀬組のダブルスは17:30～19:55までかかる試合となりましたが、残念ながら1-2で惜敗に終わりました｡(猪瀬）記

以上
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　　　　　０８．１０．０８　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.４１)　

1､　ＴＴＡの動き
　(1)日本スポーツマスターズ２００８で快挙！！　９／２０(日)～２１(月)　高知市で開催

　　　　　県代表者 　　日本マスターズ結果 1)団体で､二位の快挙

　　１回戦突破 2)鈴木監督以下選手の活躍に喝采!!
3)詳細は､添付の報告書を参照下さい

鈴木秀男 県庁テニスクラブ 　　ベスト１６
渡邊隆典 RiZU

　　ベスト４

初山良子 ＦＴＳ 　　準優勝
池田　美香子 ＦＴＳ

　(2)大分国体で活躍！！ 阿久津総監督からの速報を掲載

1)10/4(土)　成年女子は残念ながら初戦敗退でしたが、他の種目は２回戦に駒を進めました。

　　少年男子１回戦　栃木県２－０高知県（２回戦の相手：福岡県）　

　　少年女子１回戦　栃木県２－０岩手県（２回戦の相手：千葉県）

　　成年男子１回戦　栃木県２－１福島県（２回戦の相手：新潟県）
　　成年女子１回戦　栃木県０－２群馬県
2)10/5(日)　成年男子、少年女子が２回戦敗退、少年男子は第５シードの福岡県（柳川）を敗る

　　大金星を上げましたが、３回戦愛媛県に惜しくも敗れベスト８を逃す！

　　成年男子　２回戦栃木県１－２新潟県（第６シード）

　　少年女子　２回戦栃木県１－２千葉県（第１６シード）

　　少年男子　２回戦栃木県２－１福岡県（第６シード）

　　　　　　　　　３回戦栃木県１－２愛媛県（第１１シード）

　　3)第３回とちぎオープンジュニア　　昨年の参加者５００名､今年は６１３名が参加
    次代を担う､１２才､１４才､１６才､１８才の男女シングルスで熱戦が繰り広げられた！！
　　今年は例年になく雨に悩まされ、日程の変更や、何度も試合中断を余儀なくされながらの進行でした。
　選手の皆さんも体調管理が難しかった事と思いますが、最後まで良く頑張って下さいました。
　　関係役員も4月末から準備に入り約5ヶ月間緊張の連続でしたが今全てが無事終了し関係者一同
　「ホッ」と胸をなでおろしているところです。
　運営委員､審判の方々本当にご苦労様でした｡

　　4）今後の主な日程
　　　①10/10(金)ねんりん鹿児島結団式(大会は10/24～28)　　　②10/17～19スポレク滋賀２００８
　　　③10/19(日)18:00～　第1回委員長会議｡10/26(日)18:00～　第1回理事会　　④10/26(日)県民スポーツ大会
　　　⑤10/8(水)16:00～　ＫＴＡ総務委員会育成強化小委員会(H21年度以降のワンコイン制度のあり方の各都県の意見交換)

2､　他県での大会の主な戦績
　2､1　第23回東北ベテランテニス選手権大会
期日：8/12(火)～8/17(日) 会場：福島県：郡山庭球場/郡山テニスクラブ
シングルス 男子65才以上　　  佐藤久和　ナマイTS　　　優勝

ダブルス 男子70才以上　　　大峠昌功(フォールート)･篠田信征(結城テニスクラブ)　　準優勝　

他に出場選手は､

　男子S　　35才以上<君島　章>　45才以上<増渕敏之><金子幸男>　50才以上<人見正二><村上郁夫><砺波哲也>

　　　　　　　60才以上　<柴田良一><幸田和男><佐藤政雄>　65才以上　<小坂冨吉><岡本美好><稲田貞夫>

　女子S　　40才以上<松本恭子>　45才以上<佐藤美枝子>

　男子D　　男子50才以上<人見正二･小倉　秀>　男子60才以上<大野義和･中山三男><稲田貞夫･岡本美好>　

　2､2　第84回関西オープンテニス選手権大会（ベテラン）「JIPグレードB2」　　期日：平成20年8月18日（月）～24日（日）

　　　　　会場：薬業鳴尾浜スポーツセンター/甲子園テニスクラブ　　芦屋国際ローンテニスクラブ/神戸総合運動公園

シングルス　　 男子35才以上　　　佐藤政大(サトウGT）　　　　　準優勝

ダブルス 男子35才以上　　　佐藤政大(サトウGTC)･黒田貴臣(サトウGTC)　　　　　　優勝

他に出場選手は､

　男子S　　65才以上　猪瀬久男

　男子D　　60才以上<大野義和･中山三男>　　65才以上<猪瀬久男･菅野正也>　70才以上<大峠昌功･佐藤暢芳＞

以上
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栃木県ベテラン委員会様 
2008年 9月 25日 

栃木県代表監督 鈴木秀男 
 

日本スポーツマスターズ２００８ 高知大会 
標題の大会に参加してまいりました。その結果を下記のとおりご報告いたします。 
◆ 日程：2008年 9月 20日～23日 
◆ 会場：高知県立春野総合運動公園 

記 
１．栃木県代表メンバー 
１）男子シングルス：梅津京  ２）男子ダブルス：鈴木秀男・渡邊隆典 
３）女子シングルス：松本恭子 ４）女子ダブルス：初山良子・池田美香子 

２．各種目の結果 
団体の部） 第 2位 
１）男子Ｓ：一回戦突破  ２）男子Ｄ：ベスト１６ 
３）女子Ｓ：第 3位    ４）女子Ｄ：第 2位 

３．結果詳細 
団体の部は、「第 2位」でした。 
（1.三重県 105  2.栃木県 100  2.愛媛県 100  4.兵庫県 95） 

得点は１００点で、愛媛県と同点の 2位でした。1位の三重県 

は１０５点で５点差でした。最後の男子決勝の結果次第では第 1位という結果もありましたが、三重県の選

手が優勝したので栃木県の団体の部は２位となりました。 

１）男子シングルス：梅津京選手（初出場） 
  １回戦）8-6対 飯塚登世一(島根県) 
  ２回戦）1-8対 横山督(神奈川県)第 1 ｼｰﾄﾞ 第 3位 
２）男子ダブルス：鈴木秀男・渡邊隆典選手（初出場） 
  １回戦）8-5対 大浦孝之・高井誠俊(富山県) 
  ２回戦）8-3対 古賀宏・売豆紀忠(島根県) 
  ３回戦）2-6,5-7対 秋山郁夫・西脇寛（兵庫県）第 1 ｼｰﾄﾞ 準優勝 
３）女子シングルス：松本恭子選手（５年連続出場）第 5シード 
  ２回戦）8-0対 山内万里(愛媛県) 
  ３回戦）6-2,7-6(2)対 西村倫子(高知県) 
  準々決勝）7-6(4),7-5林由香子(徳島県) 
  準決勝）2-6,3-6対 鴫原悦子(福島県)第 1 ｼｰﾄﾞ 優勝 
４）女子ダブルス：初山良子・池田美香子選手（初出場） 
  １回戦）8-3対 米沢恵美子・鶴瀬由美子(富山県) 
  ２回戦）8-3対 小川セツ子・中島孝子(新潟県) 
  ３回戦）6-4,6-4対 鈴木美代子・三隅由美(宮崎県) 第 7 ｼｰﾄﾞを破った選手。 
  準々決勝）3-6,7-5,1-0(3)対 石井三代子・松井文子(岐阜県) 第 2 ｼｰﾄﾞ 
  準決勝）6-2,6-2対 中井佳代子・上村千恵子(和歌山県)第 4/5 ｼｰﾄﾞを破った選手。 
  決勝）2-6,2-6対 橋本淳子・竹井美奈子(茨城県)第 1/3 ｼｰﾄﾞを破った選手。 
 

 



４．所感 
まず、女子ダブルスの初山・池田のペアの大活躍が光った大会でした。初戦から波に乗り

準々決勝では逆転勝ちをして準決勝へ進出しました。最終日の初戦である準決勝も前日まで

の良い流れの試合運びで決勝へ進出しました。しかし、帰りの飛行機を 13時 45分で予約し
た為に棄権するか試合を取るかといった選択をしなくてはならなくなりました。その様な状

況になり、選手達は試合への集中が途切れてしまい決勝の内容は完敗でした。でも、初出場

で決勝進出まで達成して見事な準優勝でした。 
そして、女子シングルスの松本選手は 5年連続出場を生かして、今大会では終始安定した
戦いで第 3 位という素晴らしい結果を残しました。準決勝の相手は、全日本でも活躍してい
る選手で完敗でしたが、こちらも素晴らしい結果でした。 
男子については、シングルスの梅津選手が栃木のトップを切って第 1 試合に挑みました。
緊張する中の戦いで大接戦を制しての初勝利でした。2 回戦は第 1 シードの選手で惨敗でし
たが、初出場初勝利でした。そして、梅津選手は２・３日目は試合がありませんでしたが、

栃木の応援を繰り広げてチームワーク作りに貢献していました。 
最後に監督兼務の鈴木と渡邊のダブルスですが、目標としていた第 1 シード撃破は達成で
きませんでした。しかし、第 1シードとの対戦では、ファーストセットを落とすも、セカン
ドセットを４－０リードとなり勢いが出てきて逆転勝利かと思われましたが、自力の差なの

か逆転で敗戦となりベスト１６止まりで目標のベスト８は達成できませんでした。 
女子ダブルスの決勝戦前に大会ディレクターより団体表彰で栃木県は現在 1 位なので、最
後の表彰式に立ち会うように！との指示がありました。私もここまで進出すると思ってもい

なかったので 13時 45分発の飛行機を予約していましたが、乗ることを諦めて表彰式に立ち
会いました。その表彰式閉会式で大会ディレクターより栃木県の初山選手へのお褒めの言葉

をいただきました。その言葉にも感激し最後の表彰式と閉会式の場に立ち会えて監督として、

とても光栄でした。 
５．反省点 

まず、一番大切なのは、個人戦でもチームワークが大切であると感じました。栃木県全選

手の一体感があり栃木の躍進があったと思います。女子の選手は渡邊さんのアドバイスを良

く聞いて試合に挑みました。そして、結果が付いてきた様に思います。自分の試合が無い時

は試合の選手を応援していました。３日間選手全員で戦い抜きました。 
次は、試合は終わるまで自分を信じて自分のプレーを続けること。最後に、プレー以外で

の事になりますが、勝ち進む前提で飛行機等の予約はするべきと思いました。 
来年も是非、みんなで戦い良い結果に繋がるように頑張りたいと思います。まず、栃木県

代表を目指して！ 
 
 
関係者の皆様のご支援をご協力ありがとうございました。 
選手の皆様ご苦労様でした。更なる活躍を期待しています。 

以上 
 



　　　　　０８．１１．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.４２)　

1､　ＴＴＡの動き
　(1)10/19(日)第1回委員長会議､10/26(日)第1回理事会---全員出席されるようお願いします｡

1)０８年度中間決算---各委員会から行事､決算説明｡TTA全体の繰越金は､対予＋２０８K¥の予定

2)第63回大分国体及び関ブロ報告---詳細は､HP参照

3)細則改訂---TTA代表して出張の時､会議議事録作成と副職位の印｡10/27～旅費ガソリン代１５０円/ｷﾛで支給｡

4)とちぎオープンジュニア---昨年５００名､今年は６３１名の参加｡栃木県勢の活躍を！

5)一貫指導推進状況---県体協から補助｡次代を担うジュニアの発掘･普及･育成･強化１０ケ年計画の推進

6)テニスの日　　9/23に宇都宮市と共催､１３０名参加､岩渕プロの指導､ﾎﾞﾚｰﾎﾞﾚｰ５組達成

7)(井村)報告他　　　①日本マスターズ　団体　準優勝(０８年度末で特別賞表彰予定)　　②ｺｰﾄ改修---県総合運動公園第3期､

　栃木市営ｺｰﾄ8面､KLSに情報提供を｡　　　③県秋季ﾍﾞﾃﾗﾝｵｰﾌﾟﾝ選手権---ｵｰﾌﾟﾝ大会初､県外１６%

　④０９年度組織･人事改訂に当り､委員長以上と面談､理事からもご意見を｡　　

　⑤JTAﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽの動き---栃木県で昨年から２回実施｡JTAで､ﾃﾆｽ教室新規開催重点県(栃木､山口､富山)継続実施を！

　⑥２０１１年スポレク全国大会が栃木県で開催---硬式は県総合運動公園､ｿﾌﾄﾃﾆｽは栃木市運動公園(2014年ねんりんは逆)

　⑦ワンコイン制度---０９年度対象大会増をJTA要望有り｡今後検討するが､ジュニア大会負担増に反対､市町村大会時期尚早｡

　⑧ＳＳＦ(笹川ｽﾎﾟｰﾂ財団)補助申請---｢ジュニアと保護者のルールとマナー講習会(４ケ所)年内纏め要｡　

　⑨KTA､JTAのジュニア日程変更に伴い､TTA大会日程の変更
　　変更前 　　変更後

県選抜ダブルス 一般 1/17(土)､25(日) 1/10(土)､25(日) 予備日2/1(日)は
ベテラン 1/31(土) 1/11(日) 　変更無し

トヨタジュニア県予選 1/10(土)､11(日) 1/17(土)､31(土)
　⑩清原ﾃﾆｽｺｰﾄの施設改善要望書　　宇都宮市と連携し対応(ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾎﾟｰﾙが100ｃｍ､本来91.4ｃｍ)

2､　他県での大会の主な戦績
　第70回テイジン全日本ベテランテニス選手権　’08

期日：平成20年10月　8日（火）～10月17日（金）　　会場：東山公園テニスセンター室内外共砂入り人工芝20面（室内4面）
男子シングルス 　35才以上 佐藤政大　（サトウGTC）　　　ベスト4

　65才以上　　佐藤久和　（ナマイTS）　　　　ベスト8 　

　70才以上 小野寺重雄（サトウGTC）     ベスト16

男子ダブルス 　35才以上 佐藤政大（サトウGTC）･黒田貴臣（サトウGTC）　　　優　勝 

　65才以上 佐藤久和（ナマイTS）･川緑　衛（高洲TC）　　　 　　　準優勝 　(昨年は優勝)

3､　ＪＴＡマナーキッズテニスの動き---ジュニアの発掘･普及活動の一助に！！

(1)08/4～10/3　JTAマナーキッズテニスプロジェクトプロモーターで(井村)出席｡08/6～５部会制で討議｡

(2)07.10.21(日)栃木市第三小学校で(ｷｯｽﾞ40+保護者40)　栃木県初実施

　　08.5.6(火)公文中心に宇都宮市体育館で(ｷｯｽﾞ64+保護者64)　　単発から継続の検討

(3) テニス教室新規開催重点県（山口、栃木、富山）---①組織を作る(サポート部隊結成)　②人脈作り

(4)テニス教室継続開催重点県（福岡、和歌山、千葉）---継続開催のポイント①場所の確保　②指導員の確保
　　　③資金確保　　折角やっても1回限りでなく､継続的学校教育､ｸﾗﾌﾞ活動に展開要｡
(5)ＴＴＡとして､継続実施の検討---①学校教育の一環で出来ないか　　②12/中旬　ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ全国小学校団体戦への参加

(6)ＪＴＡの動き
　1)9/27(土)～10/5(日)　ＡＩＧジャパンオープン時に､ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ教室の開催
　　11/9(日)～11/16(日)　ニッケ全日本選手権でも実施予定
　2)ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽの継続普及のため

 　　①２００５年　JTAにマナーキッズテニスプロジェクトが発足し､発掘･普及に乗り出した｡
　　②２００８年　３年経過し､５部会を設け､その中の｢マナーキッズテニス教室の普及と定着化部会｣で
　　　成功事例集(全２３ページのﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄで作成)を整理し､今後の活動の一助にしたい｡
　　　　ｲ)国内全都府県実施と共に、毎年開催の定着化に向けてのアイデア纏め　                                       　　　　　　
　　　　ﾛ)実施に至る苦心談とか、かゆい所に手の届く参考資料を盛り込む
　3)JTA(田中)氏から｢緊急対策実施の件｣
　①世界的な金融危機による経済情勢の深刻化に伴い、ＪＴＡ－ＭＫＴＰの協賛企業から更新の辞退が
　　相次いでおります。今後も協賛更新辞退企業が続出することが懸念されます。また、個人の
　　寄付も低迷気味です。
　②このような状況に対応し、経費削減等､根本的緊急対策をとる必要があると思考します。
　③意見聴取の上､１１月１７日（月）の第４９回マナーキッズプロジェク会議で方向性を決めたい｡

以上



　　　　　０８．１２．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.４３)　

1､　H20年度第5回　ＫＴＡ常務理事会
　(1)日時　11/19(水)15:00～16:40　渋谷区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1会議室

(2)出席者　　(岩渕)､(長岡)､(中川)<(会川)代理>､(森下)､(榎本)､(菅)､(磯部)東京､(田村)神奈川､
　　　　　　　　(小野)(柴崎)千葉､(油井)埼玉､(森田)群馬､(小林)<(赤池)代理>､(井村)　　以上　１４名
(3)内容
3.1　関東オープンベテランミックス大会　　12.1(月)～4(木)　新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｺｰﾄ(クレイ)
　 第1回(02年) 第3回(04年) 第5回(06年) 第6回(07年) 第7回(08年)

参加者数 97組 101組 124組 　　125組 122組
3.2　｢H20年度行事､H21年度行事予定･予算｣口頭のみ｡｢役員人事---奇数年｣口頭のみ
3.3　ダンロップ関東決勝大会　　12/13(土)～14(日)　12/13は懇親会､宿泊
　　1)12/13(土)12:00～開会式｡15:00～KTA常務理事会(特に関東ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝ大会の会場持ち回りの検討)
3.4　H21年度関東オープン大会の予定　　参加人数は08年を下回らないようにする(若干の上乗せ)
　　1)一般　　　有明で､５／２６(火)～　会場の申込は12/中旬からしか出来ない
　　2)ベテラン　有明他､６／１(月)～､昭和の森20面+千葉･神奈川+埼玉(持ち回り?)　平日から始まり､土曜日6面､日曜日4面
　　　　　　　　　　ベテラン大会は､各都県の底上げもあり､会場の持ち回り制を､12/13に検討(例えば､埼玉08･09年｡栃木10･11年-----)

3.5　ワンコイン制度　10/18(土)12:30～15:00　JTA育成強化資金委員会　各地域協会代表出席１２名(欠席　東海､関西)

　　1)主な意見　①北海道　ｶﾃｺﾞﾘｰⅡ適用拡大には大義名分要　　②東北　各県に温度差
　　　　　③関東　普及まで増やすのは時期尚早　　④北信越　ｶﾃｺﾞﾘｰⅡ適用拡大ならJTA幹部が各地域へ
　　　　　⑤東海　育成強化委員会のマターでなく､JTAトップの問題
　　　　　⑥中国　　ＮＴＣの収支詳細報告を､政令指定都市のみに対象拡大とか(広島市)
　　　　　⑦四国　　対象人員が人口に比例してない　　⑧九州　順調に実施
　　2)０９年度から､半期報告書のみとする｡
　　　ＮＴＣにジュニア合宿を申込んだら､空きがないと(関東､東北)､ﾜﾝｺｲﾝ協力だけさせて､使えないでは?-----ＮＴCから使用調査する｡

　　ｶﾃｺﾞﾘｰⅡ適用拡大は､09年度地ならし､10年度適用予定
　　3)８県で前期の未入金があり､情けない限り､ＪＴＡもきっちりフォローのこと｡
　　4)都道府県別市町村テニス協会の｢協会の有無､都府県への加盟､予選開催､場所等｣調査する｡
3.6　ジュニア委員会報告
　　(1)上級指導者講習会　　高齢者多い､技術ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ要(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝが出来ないとか)｡国体監督資格要
　　(2)1/10～12　白子で１４才以下の強化合宿､インドア有り
　　(3)中体連への加盟---1)各都道府県での対話要　　　2)中体連の夏季大会に参加検討中
3.7　国体委員会報告
　　(1)国体準備状況　　09年新潟　10年千葉(09年都市対抗)　11年山口　12年岐阜　13年東京(16年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ)
　　　　　ＪＴＡポイントの検討---国内ﾄｯﾌﾟｸﾗｽの選手が出場したくなるように手厚く考える　
　　　　　　①国体成年　　　　　　優勝96点------　　　国体少年　優勝28点------
　　　　　　②都市対抗(一般)　　優勝45点------
　　　　　　③マスターズ　　　　　優勝40点?～最低10点の予定
　　(2)全日本都市対抗関東ﾌﾞﾛｯｸ予選
　　　1)０９年5月16日(土)､17(日)　栃木県にお願いしたい(昨年は埼玉県､栃木県はｽﾄﾚｰﾄｲﾝ)---5/16最大８面､5/17は半分で可｡

　　　2)09年　東京､神奈川､群馬ｽﾄﾚｰﾄｲﾝ｡埼玉･千葉･茨城･栃木で予選(3ﾁｰﾑ選抜､山梨不参加予定)｡

　3.8　その他
　　(1)宮尾問題　　JTAの会見止む無しか｡不測事態対策の検討　　(2)公認普及員の検討
　　(3)ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのｻﾎﾟｰﾀｰ募集ﾁﾗｼ　JTAからまず実業団へ､各都県でも｡

　　(3)次回　０９．１．２１(水)14:00～｡　次々回　０９．３．２４(火)14:00～予定､別途通知｡

2､　ＪＴＡマナーキッズテニスの動き---ＪＴＡ　第４９回マナーキッズテニスプロジェクト全体会議
(1)平成20年11月17日(月)18:00～20:30　中央区日本橋人形町１-１１-１２リガーレ日本橋人形町　Ｂ棟　３Ｆ　コミュニティルーム

(2)会計報告　　今年度通期で初めて黒字｡個人への未払金3.7M¥は解消のこと｡
(3)全国大会の件　　08.12.20(土)～21(日)東京体育館　07年368人→08年444人(+76人)｡
　　　　　　　　　　栃木県も来年は出場検討(小学校各学年男女別2名で出場可<S2､D1>)
(4)組織改正の件（用具管理体制変更を含む）---JTA-MKTPとNPO-MKPとのｺﾗﾎﾞ｡JTAの動きと理解　
　　用具管理体制　全国8ケ所の分割管理に｡栃木県も在庫管理要(今後の活用)
(5)緊急対応の件
　世界的な金融危機による経済情勢の深刻化に伴い、ＪＴＡ－ＭＫＴＰの協賛企業から更新の辞退が相次いでおり（ＮＴＴ

　コミュニケーシ ョンズ、フジトーイ）､今後も協賛更新辞退企業が続出することが懸念されます。また、個人の寄付も低迷気味。

　　このような状況に対応し、緊急対策をとる必要がある。　　1)新規開拓　　　2)経費節減

(6）各委員会報告
　1)普及と定着部会(井村参加)
　　　　｢マナーキッズテニス教室を始めて４年目を迎えました。貴校をはじめ多くの学校にご採用頂き、受講生は２万人を

　　　　　越えるまでになりましたが、まだまだ試行段階の域を超えておりません。日本テニス協会といたしましては、

　　　　　このプロジェクトを更に深化させ、もっともっと多くの人に参加していただくべく、内容の見直し、運営の見直しを

　　　　　していきたいと考えております。つきましては、受講していただきました皆様のご意見を参考とさせていただきたく、

　　　　　別紙アンケートへのご協力をお願い申し上げます。｣この４年間で実施中小学校６４校+幼稚園8に配布､集計予定｡

　　　　　和歌山･北九州は学校に持参しアンケート依頼｡年内に配布する｡
　2)PPTでﾏﾆｭｱﾙ作成､｢成功事例集を整理し､全２３ページを今後の活動の一助に｣---井村作成
　　　①国内全都府県実施と共に、毎年開催の定着化に向けてのアイデア纏め　
　　　②実施に至る苦心談とか、かゆい所に手の届く参考資料を盛り込む 
(7)次回は､JTAの動きを見て､０９年２月１９日(木)１８：００～全体会議｡部会は月1回実施｡ 以上



　　　　０９．０１．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.４４)　

謹賀新年　　皆様方には､昨年中は大変お世話になり誠に有難うございました｡０８年度も､あと３ｹ月
となりました｡次代を担うジュニアから､ベテランにいたる各種施策を実践し､即行動に移し､皆様方と
共に､より良い協会運営に努力していきたいと思います｡何卒宜しくお願い申し上げます｡

1､　平成２０年度　県体協競技別ヒアリングの件

　(1)12/10(水)15:00～16:15　県体協ｽﾎﾟｰﾂ会館　県･県体協7名:TTA(井村)(阿久津)（山岸)(毛塚)
　(2)主な内容
　　1)県体協の費目を細分化でなく､大枠での柔軟性も要｡
　　2)①一貫指導システムの推進---２１年度でマニュアル完成　　②ジュニア育成１０ケ年計画の推進　③トップ指導者招聘　　４回実施

　　3)主な成績　　①足工大　全国選抜団体ﾍﾞｽﾄ８｡関東大会団体３位｡関東選抜団体準優勝
　　　　　　　　　　　②関東学生　女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　吉田麻美(駒沢大学)準優勝
　　4)県でも､｢栃木県関係トップアスリート就職希望調査表｣を作成し､バックアップ
　　5)傷害補償　　　09年度県予選の700円無し｡関ﾌﾞﾛ以上の1,000円のみ
　　6)09年度　関ﾌﾞﾛ　　８／２２(土)､２３(日)　柏市　県立柏の森公園庭球場←７／７(火)申込締切
　　　　　　　新潟国体　 ９／２（金)～５(月)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←８／２５(火)申込締切

2､　２００８ダンロップトーナメント関東決勝大会
(1)12/13(土)～14(日)　昭和の森テニスセンター　(2日目雨で､室内で実施)

(2)男子Ａ級で､箱島･木村組が見事優勝！！
(3)KTA常務理事会　12/13(土)15:00～16:30
　1)ワンコイン制度の意見交換
　　①ＪＴＡは､０９年度地ならし､１０年から県大会全部としたい意向｡
　　②東京都は３７の内､１０しか都に加盟していない｡
　2)09年度以降の関東オープンのﾍﾞﾃﾗﾝの部の会場持ち回り制の検討
　　①小田原はずっとやっていい｡月～金＋土日６面で可｡
　　②各県の底上げ､ｺｰﾄ費用の削減､選手の要望もあり､持ち回り制がいいと思う｡案だが､08･09年埼玉県､
　　　　10･11年栃木県はどうか､次回KTAベテラン委員会踏まえ､常務理事会で決定｡
　3)その他意見等
　　①JTAはノーアド取り止める､確信犯もいる｡KTAﾍﾞﾃﾗﾝ委員会で検討し決める
　　②JTAジュニアの年令別サイクルの検討
　　③千葉県０９年関ブロ---8/22～23､1日目県と市ｺｰﾄで2日目県のみ｡関ﾌﾞﾛ３名化は､国体委員会で検討する｡
　　　　

3､　12/27(土)10:00～15:15　ソフトテニス連盟と来年度のコート調整会議

(1)０９年度全大会のコート調整会議---県と共に､市も一般開放日追加があり難航｡

(2)年明けに､県と市との一般開放日の依頼後､案を市町村協会に配布｡

4､　12/28(日)17:30～19:15　ジュニア一貫指導システム会議　ＵＴＣにて<(青柳)(井村)(阿久津)＋5名>

(1)０８年度の実施状況､予実算､今後の予定
(2)1/12(月)１１才以下強化指定選手選考会｡2/1（日)メンタルトレーニングセミナー
(3)ルールとマナー講習会---ジュニア＋保護者対象に､年４回実施検討中

5､　ベテラン大会の茨城県との比較---栃木県も多くの参加で､大会の盛り上げを！！

以上

08年度第5回栃木県ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会(4/20D､5/6S)

08/5　S 08/4　D
男子 女子 計 男子 女子 計

35才 23 23 12 12
40才 11 14 25 6 10 16
45才 19 5 24 6 11 17
50才 10 6 16 5 4 9
55才 10 10 3 3 6
60才 7 7 3 3

65才 5 5 3 3

70才 5 5 3 3

計 90 25 115 41 28 69

08年度第17回茨城県ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会(08.3.22～30)

08/3　S 08/3　D
男子 女子 計 男子 女子 計

35才 37 37 15 15
40才 32 13 45 16 8 24
45才 30 12 42 17 13 30
50才 27 4 31 7 7 14
55才 21 4 25 7 7 14
60才 23 23 8 4 12

65才 20 0 20 10 10

70才 8 0 8 9 0 9

計 198 33 231 89 39 128
対栃木 220% 132% 201% 217% 139% 186%



　　　　０９．０２．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.４５)　

1､　２００９　１１才以下ジュニア発掘選考会の件
　(1)1/12(月)9:00～15:00　県総合運動公園
　(2)１６名(男子　11名､女子　5名参加)　　今後はもっと多くの若手が参加を!!
　(3)選考方法---基礎体力(腕立て､上体起し､長座前屈､立ち幅跳び､５方向走､往復走､６角ｼﾞｬﾝﾌﾟ､ﾎﾞｰﾙ投げ､ｼｬﾄﾙｽﾀﾐﾅの9種目)
　　　リズムテスト(ﾘｽﾞﾑ感､動き､ﾊﾞﾗﾝｽ､柔軟性)､打球テスト(ﾌｫｱ､ﾊﾞｯｸ､ﾎﾞﾚｰ､ｻｰﾌﾞ等の調整度･完成度･上下調和)の総合評価で2/末迄に選考｡

2､　1/18(日)第3回委員長会議､2/1(日)第4回委員長会議  ---２／１５(日)第2回理事会、４／１２(日)第5回委員長会議、４／１９(日)１５：００～総会

(1)｢08年度事業実績･予実算｣｢09年度事業計画･予算｣につき議論

(2)2009年度組織体制案の検討
(3)各委員会報告　　①TTAクラブ登録表の見直し---11桁化､永久登録NO　　　②競技運営委員会(C予選のあり方､選抜

　　大会の試合方法､ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸのCD化､ｸﾗﾌﾞ対抗の2部制､都市対抗の持ち回り制の検討(KTA関ﾌﾞﾛも)　　③審判委員会(MTOの

　　時間的不公平感解消策､ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾝﾄﾘｰ､試合当日ﾄﾞﾛｰ変更無し等のﾛｰｶﾙﾙｰﾙの検討　　　④高校への指導者派遣事業

　　⑤ランキング委員会---08年度年間表彰基準｡表彰規程の作成(特別表彰---JOP､全国大会での顕著な成績)
　　　　

3､　ＫＴＡ　H20年度第６回常務理事会　　０９．１．２１(水)１４：００～１６：００　(井村)出席
(1)H20年度･H21年度事業収支　予算･決算比較　(現段階であり扱い注意)　及びＪＴＡへの人事案
　1)収入･支出比較だが､各委員会から出揃っていない段階､３／中旬には纏まる予定
　2)ＪＴＡからのH21年度体制の要請　　　理事２名　(明石)(長岡)　　監事1名　(菅)
　　　意見として､KTAから常務理事は何故でないのか(以前東北と四国に常務理事が廻った経緯有り)
(2)ジュニア委員会報告(関東ジュニア強化合宿)　　
　　①11/28～30　１７才以下　　　②12/12～14　JTA(小浦)GM他　　　③09.1.10～12　14才以下
(3)第９回指導者のためのリフレッシュ講習会
　1)1/15募集案内､１２０名募集中｡２／２８(土)９：３０～１６：３０　亜細亜大学日の出ﾃﾆｽｺｰﾄ(8面予定)

　2)指導者研修　2ﾎﾟｲﾝﾄ　指導者実習　1ﾎﾟｲﾝﾄ(3/18(水)～22(日)亜細亜大学国際ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ2009観戦)　　3)２／９(月)１８：００必着

(4)２００９関東オープンのコート確保の状況
一般 　　　　ベ　　　テ　　　ラ　　　ン
有明 有明 小田原　 昭和の森 柏 埼玉大宮

5/19～21 ○
5/25～31 ○ ○ ○ ○ ○
予備日6/1 ○ ○ ○ ○
6/1～8 ○
　①小田原は毎年使用の方がコート確保し易い｡

　②関東近隣県でﾍﾞﾃﾗﾝ大会を順番制で実施予定---09～10年度は､埼玉県､11～12年度は栃木県の予定

　　　各県強化の一助とロービングの育成のため実施

　③KTAﾍﾞﾃﾗﾝ委員会で､年令別の実施場所､日程の検討を行う｡

　④コート代の一番高い昭和の森の面数減を検討｡今年はｺｰﾄ確保が順調で､ﾍﾞﾃﾗﾝ枠増検討

　⑤ベテランの部の選考基準の見直し｡ＷＣにつき､ＪＴＡ基準で行う｡

(5)都市対抗関東ﾌﾞﾛｯｸ予選---田村委員長より　　5/16～17栃木県で実施
　　1)5/16　1日で終えたい､9面で可｡5/17は予備日(ｷｬﾝｾﾙ料止む無し)
　　2)要項等は､KTA国体委員会で出す｡栃木県は(井村)纏め＋宇都宮市ﾃﾆｽ協会で動く
(6）その他 最近高齢者のジャッジに不満多い｡女性陣からＪＴＡに｢SCUをつける｣嘆願署名運動実施中

埼玉県では､６０才以上にはSCUをつけ好評

4､　２/１(日)9:00～17:00　第1回メンタルトレーニングセミナー(ジュニア一貫指導システム会議の行事の一つ)

(1)東海大学体育学部　高妻容一教授により､約８０名に講義と実技による講演会｡最低３年間は継続したい｡

(2)｢ハッと感動する一言｣を書き､実践を!! 以上

NO 心理的競技能力 DIPSの尺度 7つの心理的ｽｷﾙ 具体的練習

1 競技意欲 忍耐力 目標設定 1)ヤル気を高める目的で(練習ﾌﾟﾗﾝ､練習日誌)

闘争心 2)練習で何をやりたいか､何をすればうまくなるか

自己実現意欲

勝利意欲

2 精神の安定･ 自己ｺﾝﾄﾛｰﾙ能力 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ 1)試合で実力を出す為､ﾌﾟﾚｯｼｬｰのかかる場面でｾﾙﾌｺﾝﾄﾛｰﾙ

　集中 ﾘﾗｯｸｽ能力 ｻｲｷﾝｸﾞｱｯﾌﾟ 2)試合での気持ちの乗りや闘志を高めるため

集中力 集中力 3)いい練習をする為に集中力を高める｡高度な技を身に付け

　　ﾌﾟﾚｰ出来る準備

3 作戦能力 予測力 ｲﾒｰｼﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 1)自分の成功ｲﾒｰｼﾞを元に､最高のﾌﾟﾚｰができるいつでも

判断力 　できる準備

4 自信 自信 ﾌﾟﾗｽ思考 1)苦しい練習を如何に楽しくするか---常に前向きで､素直な

決断力 ｾﾙﾌﾄｰｷﾝｸﾞ 　気持ちで､楽しく､向上心を

2)自己の気持ちを高めたり､ﾐｽした後の気持ちの切り替え､

3)前向きの言葉､ﾌﾟﾗｽ思考の会話や態度､考え方

5 協調性 協調性 挨拶 1)まず元気のある気持ちのいい挨拶から

対話 2)ﾁｰﾑﾜｰｸやｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ等勝つための多くの準備



　　　　　　０９．０３．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.４６)　

1､　2/1(日)第4回委員長会議､２／１５(日)第2回理事会

　(1)｢08年度事業実績･予実算｣｢09年度事業計画･予算｣の各委員会から説明
　(2)09年度組織･人事体制案につき説明､満場一致で了解---総経委員会は､執行部と直結｡総会で最終決定
　　退任---(久保田)副理事長､(権守)副理事長兼実業団委員長､(大田原)総務経理委員長
　　新任---(吉井)副理事長兼総務経理委員長､(江連)実業団委員長
　(3)ﾗﾝｷﾝｸﾞ規程の見直し､表彰規程｡ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾝﾄﾘｰのﾛｰｶﾙﾙｰﾙ､ＭＴＯの不公平感の解消策｡

2､　09年度コート調整会議の経緯
(1)12/7(日)TTA内調整会議→12/27(土)ｿﾌﾄﾃﾆｽと→2/3(火)県総合運動公園→2/12(木)宇都宮市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(2)年々厳しくなり､開催内容･時期の見直し､一般優先日の検討､県内ｺｰﾄの利用策
(3)09と10年度は､ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟が幹事役を務める｡10年度には(社)清原工業団地総合管理協会<(西尾敏彦)業務課長>も出席
　　　　

3､　０９年度大会に多数の参加を！！　　　一般は勿論､ベテランも各年令別に大会実施を！！
(1)2/17(火)｢09年度ねんりんピック<北海道･帯広>｣運営委員会---5/24(日)屋板､5/29(金)予備日
(2)スポレク---5/23(土)開催､6/6(土)予備日
　　①09年宮崎県開催　　②11年栃木県で全国大会開催で､前年の10年5月に栃木県から韓国に
　　派遣(09年12月迄に２ﾁｰﾑ決定要)⇒09年5月の県予選は､双方の予選会となる｡
(3)０９年度の最初の大会は県春季ｼﾝｸﾞﾙｽ･ﾀﾞﾌﾞﾙｽがあり､HPを参照下さい｡

4､　2/１9(木)18:00～20:00　JTAﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ第50回会議　　(井村)にて09/3迄に｢普及と定着化部会｣の纏め

(1)ＮＰＯ法人マナーキッズプロジェクト業務委託契約
(2)JTA－MKTPの新体制---田中はＮＰＯ－ＭＫＰ理事長に専任。ＪＴＡ－ＭＫＴＰディレクターは水田　浩氏
(3)全国大会反省､用具管理体制変更､平成２０年度収支見込み･平成２１年度予算
(4)小学校アンケート集計結果｡ 大森准教授研究成果中間発表

5､　２／２１(土)９：００～１６：００　(財)日本体育協会公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者第26回栃木県研修会
(1)(井村)挨拶　｢５０名近く参加多謝｡世界の王さんが､人生で大切にしている言葉が｢ときめき｣｡沼尻満男プロからポイント､
　　ポイントで､｢ハッと感動する一言｣を吸収し､次代を担うジュニア等の指導に実践を
(2)内容　　NPO日本ｽﾎﾟｰﾂ振興協会　沼尻満男氏､斉藤浩士氏から講義･実技による指導
　１)AMは(斉藤)氏から｢７つのコーディネーション｣を中心に指導
　　ｲ)ｽﾄﾚｯﾁ､ﾗﾝﾆﾝｸﾞ5周　　ﾛ)左右のｸﾞｰﾊﾟｰ､ﾘｽﾞﾑ､20ｍ走　　　ﾊ)膝の柔軟性　　　ﾆ)股関節　　　ﾎ)上半身　関節の可動域
　　ﾍ)動くｽﾄﾚｯﾁ　　　　ﾄ)足を止めてのﾗﾝﾆﾝｸﾞ　　　　ﾁ)ﾎﾞｰﾙ投げ　等

　2)PMは(沼尻)氏から｢テニス｣での留意点
　　①一貫指導システム作り　　②発掘の目---錦織選手(猫みたいに素早い)､その素質を見抜く
　　③危険防止義務､注意義務違反　　　　④周知徹底－早期発見－救急措置　　日頃の脈拍と過激運動時の脈拍の認知
　　⑤スペイン方式の基本に帰る､個人差と個性､球出しの指導､フォア－バック－ボレーの基本動作
　　⑥ジュニア指導---中体連の加盟努力､一貫性

<参考資料>
蝶間林先生メッセージ　　「コーディネーショントレーニングの誘い」
テニスはさわやかイメージで、見た目が簡単なスポーツですが、いざプレーしてみるとなかなか大変です。しかし、小さな
子供が強烈なショットを打っているのにもびっくりしますが、80歳を過ぎた老人が楽しくプレーしているのも驚きです。
このように誰もがいくつになっても楽しんで行える息の長いスポーツは、他にあまり類を見ません。テニスは80cm、300gの
ラケットを手の一部のように使いこなし、200坪のコートを走り回って得点を争うスポーツですが、基礎、基本が大きな鍵
となります。飛んでくるボールにあわせて走り、正しい距離感、正確な打点の認知を持って、どこにどのように
打つのかを刻々と意思決定しながら相手と対峙します。初心者の時のこのような能力の刷り込み（インプリンティング）は、
将来にわたって染み付いてしまいます。『テニスのコーディネーショントレーニング』は、テニスで重要とされるこれらの
基礎能力を遊び感覚で開発・発展させる練習方法を系統的に示しました。ボールの方向を定める『定位能力』、
相手のショットを見極めたり、正確な打点やどこに打つかを判断する『識別能力』、（テニスは相手をいかに崩すかという
スポーツですが）それに対抗する『バランス能力』、時速150kmを超えるサービスや鋭いショットにすばやく反応する
『反応能力』、アシニスといわれるほど速やかなフットワークをもたらす『リズム能力』など、他のスポーツにも十分対応する
運動能力の育成・養成をかなえてくれるものと思います。テニスをはじめたばかりのプレーヤーの方もテニスの指導に
携わる方も是非ご活用ください。
　｢コーディネーショントレーニング テニス｣　　監修：ＮＰＯ法人日本コーディネーショントレーニング協会（ＪＡＣＯＴ）
　　　指導：蝶間林利男・横浜国立大学教授　　協力：千葉県白子町・アポロコーストテニスクラブ
　　　DVD［カラー・ステレオ・62分］　　　価格：3,990円（税込）

以上


