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大会や雨が多い季節に入っていきます。休講の増加でご迷惑をお掛けしますが、是非早

めのご予約で定員オーバーを回避くださいね。急な雨だけでなく汗もかきやすくなりま

すので、タオルや着替えなどの準備もおすすめします。学年も上がり、テニスクラスの

進級も増えています。皆さんも是非ご検討ください。…お気軽にお声がけください。 

 

《5 月のレッスン予定》 ＊予約表でご確認ください  

＝ 5 月の連休について・全校 ＝ 

       5/3～5(水～金) にお休みを頂きます。よろしくお願いいたします。 
 

土浦校  :5/13(土)水郷コート大会のためお休み: *５/８日)が予備日です。 

      : 5/20(土)水郷コート大会のためお休みになります。 

＊トーナメントクラスのみ 17：00 から行います。 : 
 

美浦校    :5/6(土) ソフト・ジュニア大会のため休講。＊7 日(日)予備日 

       5/27(土) ソフトテニス大会のためお休みになります。 
 

龍ヶ崎校  :連休以外はコーチのスケジュール確認中です。(要予約表確認) 
 
 

※上記以外にも、予定変更になる場合がございますので、予約表で最終確認を行っ

てください。（小学高学年以上は出来るだけ自分で予約してみましょう。） 

★Lesson Schedule★ 

5 月のテーマ・マナー 

◇テーマ◇ 「感謝！」 
◇マナー◇ 「ありがとうございます。 

をたくさん使おう！」 

               一日一

善」 

 

 

 

・ライバルとの差をつける練習会・・・これで一歩リード！ 

「フォアハンドを強化してヤツに勝つ！」 
日程：5 月４日(木) 13:00～15:00   場所：水郷テニスコート   

定員 10 名    料金：2,500 円 

対象：ジュニア・プロキッズ・チャレンジ・トーナメント 

テーマ：フォアハンドストローク   担当：深瀬 哲コーチ 
 

・セルフイメージアップ教室・・・未来の子供の幸せ、必ず UP します。 

小さな成功を積み上げていく、口ぐせを変える、など潜在意識をプラスに働か

せるワークや、成功しやすい目標の立て方などを楽しく体にしみこませていき

ます。メモやノートを取れない園児でも、雰囲気の中で変化が見えてきます。 

日程：5 月 20 日(土)  13:30～15:30   参加費：500 円 

場所：水郷体育館：第 1 会議室   

持ち物：筆記用具、飲み物、お菓子など 
 

・ サーブなし大会・・・いち番小さな大会。試合したい人、集合！ 

誰でも簡単に 10 試合くらいはできます。テニス選手や大会参加を目指す人に

は超おススメ。みんなで積極的に参加しましょう。 
日程：6 月 11 日(土) 時間 8:45～15:00  参加費：2000 円 

場所：水郷テニスコート  その他：飲料、食事持参 
 ＊6/11 は 6/9-10 の予備日なので、前、前々日の天気次第では中止になります。 

 

 各イベントの詳細は要項または HP をご覧ください。 
 

 

 

◇第 3４回 茨城県小学生テニス選手権大会 ★…関東大会出場決定 

男子シングルス   ３位    近野豪樹くん(KCJ ワールドツアークラス)★   

                  :  ６位   辻元 陸くん(KCJ トーナメントクラス) 

７位  清原駿介くん(KCJ トーナメントクラス) 

◇第３６回茨城県ジュニアテニス選手権大会 ★…関東大会出場決定 

 < １６歳以下 > 

   男子シングルス ３位 小林良徳くん(KCJ ワールドツアークラス)★ 

            ４位 松尾滉哉くん(KCJ ワールドツアークラス)★ 

５位 藤田裕暉くん(KCJ ワールドツアークラス)★ 

７位 金 東炫くん(KCJ ワールドツアークラス)★ 

８位 遠藤出帆くん(KCJ ワールドツアークラス)★ 

   男子ダブルス    ２位 小林良徳くん(KCJ ワールドツアークラス)★ 

             松尾滉哉くん(KCJ ワールドツアークラス)★ 

< １４歳以下 > 

   男子シングルス  ２位 松崎稜太朗くん(KCJ ワールドツアークラス)★ 

                  :４位 佐藤大喜くん(KCJ ワールドツアークラス)★    

 < １２歳以下 > 

   男子シングルス 優勝 近野豪樹くん(KCJ ワールドツアークラス)★  

   男子ダブルス  ２位 近野豪樹くん(KCJ ワールドツアークラス)★ 

辻元 陸くん(KCJ トーナメントクラス)★ 
 

【国際大会】世界 Jr ランキング大会 18 歳以下 

◆ ITF Jeju International Junior Championships (G4) 
::男子シングルス :ベスト 8  ::申 乾浩くん(KCJ ワールドツアークラス) 

   女子シングルス ベスト 16 ::::申 ジホさん(KCJ ワールドツアークラス) 

   男子ダブルス  準優勝   ::::申 乾浩くん(KCJ ワールドツアークラス) 

   女子ダブルス   ベスト８  :韓 喜陣さん(KCJ ワールドツアークラス) 

           ::ベスト 16 申 ジホさん(KCJ ワールドツアークラス) 
 

◆ ITF Sunchang International Junior Championships (G4) 

    男子シングルス  ベスト 16 角平明帝くん(KCJ ワールドツアークラス) 

            ベスト 32  金 東炫くん(KCJ ワールドツアークラス) 

             ベスト８  申 乾浩くん(KCJ ワールドツアークラス) 

   女子シングルス  ベスト８  申 ジホさん(KCJ ワールドツアークラス) 

   男子ダブルス     ベスト４  角平明帝くん(KCJ ワールドツアークラス) 

             ベスト４  金 東炫くん(KCJ ワールドツアークラス) 

            準優勝    申 乾浩くん(KCJ ワールドツアークラス) 

   女子ダブルス     ベスト８  韓 喜陣さん(KCJ ワールドツアークラス) 

            優 勝   申 ジホさん(KCJ ワールドツアークラス) 

◆ ITF Yeongwol International Junior Championships(G5) 

  男子シングルス  ベスト 4   申 乾浩くん(KCJ ワールドツアークラス) 

   女子シングルス  ベスト 16  申 ジホさん(KCJ ワールドツアークラス) 

   男子ダブルス   ベスト 8   :角平明帝くん(KCJ ワールドツアークラス) 

             ベスト８  藤田・金 組(KCJ ワールドツアークラス) 

             準優勝   申 乾浩くん(KCJ ワールドツアークラス) 

   女子ダブルス     ベスト８ :::韓 喜陣さん(KCJ ワールドツアークラス) 

            優 勝   申 ジホさん(KCJ ワールドツアークラス) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
国際大会や全国大会で数多くの好成績を残している KCJ 選手 

 たちの戦績を HP に載せています。 
 

その他にも上記大会や「関東テニス協会公認ランキング大会」 
で数多くの優勝、準優勝、上位入賞など数の好成績を残して 

います。HP の「選手戦績」をぜひご覧ください。 

 前回は３/20 に水郷テニスコートで行われた、土浦市が行う「小中学生 

硬式テニス大会」に KCJ テニスアカデミーから参加した選手は、全部 

で何人いたでしょうか？の答えはＥの 50 名でした。D の回答が多くて、

正解者はわずかでした。はじめて大会に参加する「挑戦者」が増えてき

ています。挑戦からしか学べない多くのことがあります。次回はあなた

も参加してみましょう。 
 

◆当選者   小野瀬ゆあサン        溝上絢菜サン、  

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 . 先日テレビで子供から老人までを対象に「日本のスポーツ選手

では誰が一番好きですか？」という質問のランキングが放送されて

いました。さて 1 位は誰でしょう。 
 

A.錦織圭    B.浅田真央   C 稀勢の里   D.大谷翔平   E.羽生結弦 
 

<応募方法>クイズの部分を切り取って、①ウラに答え 

②クラス③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(しめきり) 5 月 20 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… 

◆変化に驚き… 確実にセルフイメージが上がっている子供たち 

毎月 1 回は行っているセルフイメージアップ教室、最近は毎回参加の子供が増えて

きました。とにかく楽しそうに参加してくれます。「絶対また来る」といってくれま

す。私もこの講座をやっているときは楽しくてしようがありません。まだ一度も参

加していない子供にはとりあえず一度は参加してほしいと思っています。自分から

続けて参加してくれる子たちは、拙い私の喋りであっても、自分が成長しそうだ、

しつつあるという嬉しさを感じてくれているのではないかと勝手に思っています。 

 ある子は暗さが完全になくなり、またある子は他者への思いやりが見られるように

なり、少々のことにはメゲない打たれ強さが見られるようになった子もいます。ほ

ぼ毎回参加の子たちに共通して笑顔が圧倒的に増えました。そして挨拶は皆さんご

存知の通りうるさいくらい。でも私には快感！今これくらいで OK.将来落ち着いて

ちょうどよくなるでしょう。何よりこの子たちに会うとこちらも楽しくなってくる。 

 楽しい、うれしい、できる、げんき、負けない、自信がある、積極的…これらのエ

ネルギーがビンビン伝わってくるのですから。 

 元プロテニスプレーヤ―の沢松奈生子さんの TV インタビューの中で「世界のトッ

プ 10 の選手は人間としてもトップ 10 だった」と言っていたのが印象的でした。

スポーツ科学も発達し、アスリートの技術の差がほとんどなくなってきたこの時代、

最終的に人間力の差がものを言ってくることは当然です。子供たちがスポーツに限
らず何事においても、高い、良いエネルギーを発揮できるようになるといいですね。 

今月のセルフイメージ 

***** スポーツ安全保険にについて ***** 

レッスン中の怪我や事故について、調べた限りですべての保険会社からテニス保

険がなくなり、現在は施設の不備によると判断されたものにしか適用されませ

ん。それ以外のものについては自己責任でお願いすることになりますので、当ア

カデミーにおきましてはスポーツ安全保険をお勧めしております。 

子供は 800 円でご加入いただけます。個人でお持ちの方は問題ありませんが、

ご興味のある方はフロントに詳しい資料がございますのでお声がけください。 

 

ITF(世界テニス連盟)のジュニア大

会は、すべて 18 歳以下であり、世

界ランキングを決めるポイント大

会なので各国の上位選手でなけれ

ばなかなか参加できません。その中

でワールドクラスの選手たちは上

記の戦果を残してくれました。 


