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梅雨に入ります。着替えの用意など体調管理には十分に気をつけてくださいね。天候

が悪い時、微妙な時、現在は予約されている方にメールでコート状況を流しておりま

すが届かない方や、当日参加を迷っている方がいるため、今後は当アカデミーのツイ

ッターで状況報告をするのみとさせて頂きますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

《６月の休講日》 

土浦校 
   11 日(土) 大会の為、トーナメントクラス以外休講になります。     

    ＊12 日(日)が大会予備日となっています。 

美浦校 
   11 日(土) 12(日)大会のため、休講になります。 

龍ヶ崎校 
   現在休講の予定はありません。 
 

 

※その他にも変更になる場合がございますので、必ず HP や予約表で 

お確かめください。 

★Lesson Schedule★ 

6 月のテーマ・マナー 

◇テーマ◇「毎日続ける」 
◇マナー◇ 「毎日、人が喜ぶ事をな     

にかひとつやってみよう！」 

 

月に 1回でも OK！《中高生クラス》  中学生硬式テニス推進? 

中学校に今、日本各地で硬式テニス部が増えています。東京ではソフトテニスを

追い越しました。もちろん高校、大学、一般になっていくほど硬式の割合が大き

くなっていきます。中学で硬式とソフトの両方をやっている選手も土浦には少な

からずいます。高校で硬式をやりたいからです。月に１回でも２回でも硬式に触

れていれば高校でもすぐに馴染めます。そういった中学生にたいへんお手頃なク

ラスがあることをしっていますか。…詳しくは HP かフロントで！ 
 

土浦市でも「中学に硬式テニス部を作ろう！」という活動が始まっています。 

「土浦二中」ではとうとう硬式テニス部ができ、茨城県の中学校団体戦の 

頂点に立ちました。(現在全員当アカデミーの選手たちです) 

◇土浦校(水郷コート) ＊(日)17:00～18:00 1500 円/月＋1 回 500 円 
 

「私なんか高校でテニスを始めたのに。小学生で硬式をやってるなんてどれ 

だけ上手くなるんだろう。中･高でも絶対、硬式を続けて欲しい」 校長 
 

 

 
 

・ ジュニアキャンプ in白子（７月） 
大会参加型(ダンロップジュニア大会)のキャンプです。大会に慣れるため、自

分の力を試すため、夏大会への技術・メンタルチェックのために積極的に参加

しましょう。試合中にコーチからなアドバイスがもらえる貴重な大会です。 
日程：７月１日(金)～7 月 3 日(日)  参加費：24,800 円 

場所：千葉県 白子テニスリゾート  引率コーチ２～３名 
 

・夏休みこどもキャンプ in白子(8月) ★日程決定！ 

KCJ 渾身のメンタル、体力イベント 子供と離れて距離が縮まる。 

日程：8/24～25(水・木)  参加費：19,800 円 

場所：千葉県 白子テニスリゾート  引率スタッフ 6～8 名 
 

 

※各イベントの詳細は要項または HP をご覧ください。 
 

 

１ 

◇第４６回茨城県中学生テニス選手権大会(5/1～5/5 に、笠松運動公園) 

  男子団体戦 

   土浦第二中学校 優勝 （茨城県代表として関東大会進出） 

  男子シングルス 

   藤田裕暉くん  (KCJ ワールドツアークラス)   優勝 

   遠藤出帆くん  (KCJ ワールドツアークラス)   ベスト４ 

   松崎稜太朗くん (KCJ ワールドツアークラス)  ベスト８ 

   松尾滉哉くん  (KCJ ワールドツアークラス)   ベスト 8 

  男子ダブルス 

   藤田裕暉・遠藤出帆組 (KCJ ワールドツアークラス)  優勝 

   松尾滉哉・小林良徳組 (KCJ ワールドツアークラス)   ３位 

  女子シングルス 

   趙我珉さん   (KCJ ワールドツアークラス)   ベスト４ 

  女子ダブルス 

   申ジホ・韓我珉組   (KCJ ワールドツアークラス)  ベスト４ 

◇第３９回 つくば TSC ジュニアチャレンジマッチ(5/3 北部公園) 
  男子シングルス 

   近野豪樹くん (KCJ チャレンジクラス)  優勝 

  女子シングルス 

   石川莉咲さん (KCJ トーナメントクラス) 優勝 

   赤松果林さん (KCJ チャレンジクラス)  ベスト４ 

◇第 40 回チャレンジマッチ in 大洗 (5/14 大洗ビーチテニスクラブ) 
  小学生女子の部 

   石川莉咲さん (KCJ トーナメントクラス) 優勝 

◇全国小学生テニス関東地区大会 (5/19 山梨県 ヴェルデテニスクラブ) 
  女子の部 *茨城県代表 No2 として初の関東大会参戦 

   石川莉咲さん (KCJ トーナメントクラス) ベスト 32 

 

 

 

 

前回のクイズ ソフト(軟式テニス)は、基本的に 4 ゲーム先取(最大 7 ゲーム)

で、試合がすぐに終わってしまいますが、硬式テニスは基本が 3 セットマッチ、

最大何ゲームすることになるでしょうか？の答えは D の 39 ゲームでした。長

いですね。3 時間以上の試合もたくさんあります。スタミナ、自分や相手の感

情や心理を観察する力(EQ)、頭脳、心のコントローの高さ、自身に対する信頼

などが要求されます。トレーニングのやりがいがありますね。 
◇当選者 櫻井みづきサン、赤松果林サン、溝上あやなサン、湯原萌々愛サン 

き り と り 
 

≪ＫＣＪからの挑戦状(クイズ)≫ 
正解者の中から５名様に、KCJ くじ 1 回分をプレゼント！ 

 

Ｑ．茨城県中学生テニス(硬式)選手権で、土浦 2 中の藤田裕暉くん(KCJ 

ワールドツアークラス)はシングルス・ダブルス・団体の全てに優勝しまし 

た。この 3 つ全部で 1 番になることをテニスの世界でなんというでしょう。 
 

a 三冠王   b キング   c トリプルスリー  d 神 
 

<応募方法>クイズの部分を切り取って、①ウラに答え 

②所属校③クラス④名前を書いてフロントに渡して下さい。 

（1 人 1 回まで）締切６月１５日まで 
 

★Tournament Result★ 

★Event★ 
 

 

KCJ テニスアカデミーの目的は、子供たちのセルフイメージを高めること。 

まちがいなく子供たちはセルフイメージ通りに生きていくことになるから… 
 

◆子供のやる気を育てる…子供は積極的になってはじめてセルフイメージが高まる 
 

母(父)から子への言葉一つ一つが、子供の脳内で生じるホルモンに影響を与え、頭
脳・能力・性格をつくることが科学的に証明されています。子供は楽しいことをしている時
は「行動力のもと」「やる気ホルモン」ともいわれるものが、やる気、記憶、創造性などを
活性化させ、逆に嫌々させられていると感じるときは毒性のある「不安系ホルモン」がそ
れらだけでなく知的な分野までをも止めてしまうという事らしいのです。要は楽しくない時
は頭がよく働かない、つまり体もうまく動かない。結局、楽しくないと子供は何事もうまく
成長しない。 
子供にかける言葉が、命令的、否定的、禁止語になっていませんか？「～しなさい」
「～しないから～できないんだよ」「～はダメだ」は子供たちの積極性を奪い、心や体を動
かなくしてしまう。嫌々だから返事もしだいに無くなっていくし、動作ものろのろと…。子供
は悪くない。親や大人の言葉がけなんです。 
 と、いう事はいくら嫌な勉強や、興味関心のないことを押し付けても、記憶力や創造
性、もちろんやる気も起きない。となるとやりたいことをやらせる？ 
子供は本来学ぶ生き物だそうです。「知りたい」「やってみたい」好奇心いっぱいです。や
る気の塊です。ただ、本人に興味があるか？ つまりやりたい気持ちをどんどん伸ばしてあ
げれば積極的に育っていき、記憶力や創造性や行動力、そして感性もどんどん伸びてく
るという事です。 
「一芸に秀でる者は多芸に通ず」この意味は「一つの道を究めた人は、ほかの多
くの事柄も身につけることがたやすくなる、おのずと見えてくるようになる」つまり多芸に通じ
ることは一芸に秀でることから出発しなければならず、そうすれば物事を成すときのコツや
頑張りどころなど色々なことがわかってくる。子供たちを35年も見続けた私にはこのことは
当たり前くらいで、付け加えるとすればセルフイメージも高まっていますから「私は出来る
側の人間」となり、何事にもおのずと成功率が高まっていくでしょう。 

今月のセルフイメージ 

国際大会、全国大会、関東大会などの大きな公認

大会から、ジュニアのランキング大会、ローカルな

草トーナメントまで KCJ の子供たちの活躍を出来

るだけ HP に掲載しております。過去には、インタ

ーハイで 4 強に入ったり、国際大会で優勝したり全

国大会で 2 位や 3 位は数多くあります。ユニバーシ

アード大会で金メダル獲得や、全日本選手権でプロ

選手２人に勝って Best16 入りした選手もいます。

HP の「選手戦績」をぜひご覧ください。 
 

 

★茨城国体(H31)の県指定選手に３名が当アカデミーから選ばれる！ 
 

＊＊＊ お知らせ ＊＊＊ 
現在、雨天や天候が微妙な時、当日ご予約いただいている方にのみコート状況

による開講の可否をメールでお伝えしていますが、当日参加希望の方、メール

が遅れて届いてしまう方、届かない方、予約をしたと勘違いされていた方など

が、ご来場される場合があります。また、電話連絡が必要な方もあり、お問い

合わせ時間帯が集中するときは、繋がらない時などご連絡が間に合わない時も

あります。つきましては 6 月より、コート状況報告を KCJ のツイッターで行

いますので、そちらでご確認いただけますようお願いいたします。 

 ツイッターで 「＠KCJTennis」を検索してください。 

H31 の「茨城国体テニス少年の部代表メンバ

ー」が、県内中学生の中から選ばれました。水

戸市で「国体強化指定授与式」に招かれた 3 名

は、全員が KCJ ワールドクラスの選手でしか

も土浦二中でした。中学生選手権に優勝の藤田

裕暉くん(中 3)と中学新人戦、全国選抜ジュニ

ア茨城県大会にそれぞれ優勝した松尾滉哉く

ん(中 2)、金 東炫くん(中 3)が「国体選手指定

証」を受け取りました。 

 
 


