
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

雨が多い季節に入りました。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。また、天候が悪い時や微妙な時などはツイッターでお知らせしていますので、無

駄足を踏まないようチェックして下さいね。夏のイベントも続々と予定が決まってき

ています。こちらもチェックの上、スケジュールに入れてくださいね。 

 

 

《６月の休講日等》 

土浦校 
   10 日(土) ソフトテニス大会、トーナメントクラス以外休講になります。 

   11 日(日) サーブナシ大会、または 9-10 の予備日のため休講 

   25 日(日)  ソフトテニス大会、トーナメントクラス以外休講になります。 

   30 日(金) ダンロップ Jr 大会引率によるコーチ不在のため休講又は縮小 
 

美浦校 
   11 日(土)サーブナシ大会が開催される場合は、休講になります。 

    ＊9-10の土浦市中体連大会が予備日によりサーブナシ大会が中止の場合は、

美浦校は行います。 

:17･18 日(土日)全国ディスクゴルフ大会のため休講です。 

     :24-25 日(土日)大会のため休講です。 
 

龍ヶ崎校 
   11 日(土)サーブナシ大会が開催される場合は、クラス削減となります。 

   30 日(金) ダンロップ Jr 大会引率によるコーチ不在のため休講又は縮小 
 

 

※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 
 

 
 

・ 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(日) ＊別の大会の予備日であり中止になる可能性もあります。 

   :7 月 17 日(月・祝)  

時間 8:45～16:00   参加費：2000 円 

場所：水郷テニスコート  その他：飲料、食事持参 
 

・ ジュニアキャンプ in白子（6/30～7/2） 
大会参加型(ダンロップジュニア大会)のキャンプ。毎年 20 名ほどを引率。大

会に慣れるため、自分の力を試すため、夏大会への技術・メンタルチェックも

できる。3 日間コーチ不在に、ご了承ください。今年のあなたはどちら？ 

試合 30 日(金)～7 月２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３名 
 

・フィールドアスレチックで成功体験を積み上げろ！ 
勇気と挑戦の冒険コースが君を待っている。「できる、できない」を悩む前に…

まずはやってみるしかない。セルフイメージを上げる一歩になるかも。          

ｇｇhttp://fieldathletics.jp/ ☚ 是非見てください。行きたくなること請け合い！ 

日程：８月 2 日(水)土浦駅集合 7:30、佐貫駅集合 8:00～18:00 解散予定 

参加費：3,000 円(佐貫駅 2,700)円交通費込 場所：清水公園(千葉県野田市) 
 

・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：8/28～29(月・火)  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４７回茨城県中学生テニス選手権大会 
 

  ＜男子団体戦＞   優勝  土浦第二中学校 
 

メンバー：小林良徳、松尾滉哉、松崎稜太朗、趙ミンギュ、金ミンソップ、 

三浦侑也、田子開翔 

＊団体戦メンバーは全て KCJ ワールドツアークラス所属です。 
＜個人戦＞ 

男子シングルス 準優勝 小林良徳くん  (KCJ ワールドツアークラス) 

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

       ::4 位  松崎稜太朗くん (KCJ ワールドツアークラス) 

男子ダブルス   優勝 松尾・小林組  (KCJ ワールドツアークラス) 

         ３位  金・趙 組  (KCJ ワールドツアークラス) 

女子シングルス  優勝 韓 喜陣さん  (KCJ ワールドツアークラス) 

        ベスト８ 瓜生瑞歩さん  (KCJ ワールドツアークラス) 

女子ダブルス   優勝  韓・瓜生組  (KCJ ワールドツアークラス) 

         ４位 石川・赤松組  (KCJ ワールドツアークラス) 
 

◇平成２９年度関東高等学校テニス大会 兼茨城県高等学校テニス選手権大会 

  男子シングルス 準優勝 藤田裕暉くん(KCJ ワールドツアークラス) ★関東大会出場 

     男子ダブルス  優  勝 遠藤出帆くん(KCJ ワールドツアークラス) ★関東大会出場 

 

◇ジョイフルアスレティックジュニアテニス大会 
  小学生の部   優勝 横戸 仁(KCJ トーナメントクラス) 

 

◇全国高等学校総合体育大会テニス競技茨城県 県南地区大会 
  男子団体戦 優勝 土浦日本大学中等教育学校 
   

  メンバー；皆川遼太郎、綿引翼、中嶋駿、富田祐希、他 1 名 

       *上記 4 名は KCJ トーナメントクラス所属です。 
 

◆関東小学生テニス大会【関東大会】 
  男子シングルスの部   ベスト 16  近野豪樹  (KCJ ワールドツアークラス) 

 
 

 

 

前回のクイズ 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？の答えは A の錦織圭でした。しか

も 3 年連続だそうです。グランドスラム大会でのタイトルを日本人の手で獲得し

てほしいものです。皆さんも錦織プロを応援してくださいね。 

◆当選者 湯治沙耶香サン、松岡泰輝クン、切替寛喜クン、小野瀬ゆあサン、下村望クン 

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．この時期におこなわれる世界 4 大テニス大会(グランドスラム)の一つであ

る全仏(フレンチオープン)は特徴的なコートで有名ですが、さてなんとい

う種類のコートでしょうか？ 
 

a オムニコート :b ハードコート :c クレーコート :d アンツーカーコート 
 

<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… 
 

◆結果はほめない 

 

KCJ テニスアカデミーでは、子供たちが「自分のことを好きになれる」「自分

に自信が持てる」ようになるために、レッスンや会話の中でコーチが子供たち

に何ができるのかを最大のテーマとして取り組んでいます。一人でも自分のこ

とを低く見積もってしまわないよう、クラスの生徒一人一人全てが今日のレッ

スンで「自分に自信が持てそう」「まだまだいけるかも」「もっと何かに挑戦し

てもいいかも」「自分が好きになれそう」を目指して、生徒の顔触れや人数に合

わせてその日の目標設定、メニュー、言葉選びを考えてフレキシブルな活きた

レッスンを行うことを考えています。 
 

当然、褒めることがメインになるのですが、何でもかんでも褒めればいいとい

うわけではなく、実は大変むつかしい技術なのです。私も不用意にほめてしま

ったばかりに将来大変有望であった選手をテニス界から消してしまった辛い経

験があります。(H28 年 3 月号参照) できたこと(結果)を褒めてしまったが為

に、ほめられることに喜びを覚えた子供が、結果が出なかった、あるいは出来

そうにないときに嘘や不正を行ってしまったのです。本来ならばその子自身の

成長幅や、頑張っている姿勢(プロセス)、正直な報告をほめるべきだったのでし

ょう。結果が悪いことを非難したり冷たく当たったりが行き過ぎてしまっても

も、嘘や不正が生まれたり、怒られるくらいなら何もやらないし挑戦もしない

ほうがいいと考えたり、その内あえてダメな自分を演出する子になる場合も多

いそうです。 
 

 保護者の皆様には、出来たか出来ないの「結果」を褒めたり非難したりするの

ではなく、プロセスに目を向けていただき、そして他人との比較するのではな

く、過去の本人と比較して成長したところをほめてほしいのです。結果が悪か

ったときでも正直に話してくれた時は「その正直に話してくれるところが大好

きだ」って心から喜んであげてください。不思議なことにこれをやると結果は

あまり苦にならなくなり、その後の子供達の成長も一回り早くなっていること

が経験的に私には感じられています。 

 

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。 
 

http://fieldathletics.jp/

