
女子チーム紹介 （ブルーブロック）
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46  The 32nd Tennis Japan League
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坂本　明香サカモト アスカ
■ JTA Ranking : 626 位（シングルス）　Rookie
■ Birthplace : 埼玉県　　■Birthyear : 1994 年
■ Alma Mater : 専修大学
■ Record : ’14 関東学生新進テニス選手権大会　単　優勝
 ’16 全日本学生テニス選手権大会　単　ベスト32
 ’16 全日本学生テニス選手権大会　複　ベスト16
■ Plays : バシッと系ストローカー

村上　ひろかムラカミ ヒロカ
■ JTA Ranking : 　
■ Birthplace : 香川県　　■Birthyear : 1991 年
■ Alma Mater : 関西学院大学
■Record : ’13 全日本学生テニス選手権大会 単 ベスト32 複 ベスト4
 ’13 関西学生テニス選手権大会　複　優勝
■Plays : すばしっこい系オールラウンダー

田村　実里タムラ ミノリ
■ JTA Ranking : 407 位（シングルス）　
■Birthplace :  神奈川県　　■Birthyear : 1992 年
■ Alma Mater : 山梨学院大学
■Record : ’13 全日本テニス選手権大会　複　ベスト16
 ’13 全日本学生テニス選手権大会  単 ベスト32  複 ベスト8
 ’13 関東オープン　複　優勝
■Plays : のびのび系オールラウンダー

player 7 中山　美樹ナカヤマ ミキ
■ JTA Ranking : 　
■ Birthplace : 千葉県　　■Birthyear : 1992 年
■ Alma Mater : 帝京大学
■ Record : ’12 全日本学生テニス選手権大会　複　ベスト32
 ’13 全日本学生テニス選手権大会予選　単　出場 
 ’15 春季ロイヤルSCオープン　複　準優勝
■Plays : 冷静系カウンターパンチャー

■ Comment : 
冷静なミキ。
コートに入れば、冷静と情熱の間へ移動。
「テニスは力じゃないわ。タイミングよ！」
行け！！ 高速リターンビーーーム！！！

■ Comment : 
思い切りの良さが持ち味のフレッシュマン！ 明日香ではなく明香です。
エーム史上最速のストロークを武器に大暴れします！！
「私の辞書に入れにいくという言葉はない！」
レッツゴーアスカー！！

■ Comment : 
俊敏ひろか！
鍛え上げたフットワークで相手を翻弄！
バファリンのような優しさは捨てました。
最後に白い歯を見せるのはあなたです。

■ Comment : 
部員をまとめるキャプテンみのり。
身長はだいぶ前に止まりました。
でもみのりの成長は止まらない。
なぜかというと、、、それはコート上で見てみて下さい！

player 2 中束　涼子ナカツカ スズコ
■ JTA Ranking : 182 位（シングルス）　
■Birthplace : 群馬県　　■Birthyear : 1992 年
■ Alma Mater : 専修大学
■ Record : ’14 全日本学生テニス選手権大会  単 ベスト32  複 予選出場
 ’16 埼玉県春季テニス選手権大会　単　優勝
 ’16 国民体育大会テニス競技　7位
■ Plays : 野性的ストローカー

■ Comment : 
社会人 3 年目。まだまだ野性的嗅覚は衰えません。
チャンスが来たら飛びつきます！どんなボールも食らいつきます！
何があってもぶんぶん振り抜きます！
やってやるぞーーーーーー！！すずちゃん！！

player 1 鮎川　真奈アユカワ マナ
■ JTA Ranking : 32 位（シングルス）　Professional
■ Birthplace : 千葉県　　■Birthyear : 1994 年
■ Alma Mater : 鹿島学園高等学校
■Record : ’14 全日本テニス選手権大会　単 ベスト4  複 ベスト4
 ’15 全日本テニス選手権大会  単・複 ベスト4  混合 準優勝
 ’17 ITF 中国＄60,000　複　準優勝
■Plays : メラメラ系爆裂パワーヒッター

■ Comment : 
スーパーエース到来！
長身から放つビッグサーブと、
高い打点から打ち込むビッグフォアハンドで観客を魅了します。
舞台は整った。行け！ BIG マナ！！

player 3 岡田上　千晶オカダウエ チアキ
■ JTA Ranking : 308 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace : 埼玉県　　■Birthyear : 1986 年
■ Alma Mater : 青森山田高等学校
■Record : ’13 全日本室内テニス選手権大会　複　優勝
 ’14甲府国際オープン＄10,000　単　優勝　
 ’15ＪＰＴＡ能登国際女子オープンテニス　複　準優勝
■Plays : オフィスレディ系オールラウンダー

■ Comment : 
オフィスレディちあき。笑顔でバリバリ働くちあき。
しかし！！ ひとたびコートに入るとあの時の面影が。。。
ギャップにやられます。
必殺ドライブボレーバシーンッとかましてくれっ！！

Team:  エームサービス エームサービス株式会社  〒107-0052 東京都港区赤坂２－２３－１ アークヒルズフロントタワーTeam since: 2010

3度目の決勝トーナメント進出の切符を獲得するため、チーム全体で努
力して参りました！
観客の皆様の記憶に残るプレーをし、会場を盛り上げます。
ご声援をよろしくお願いいたします。

■顧問
ハヤシダ ヒロユキ
林田　博之
専務執行役員 
人財本部 本部長
Alma Mater: 早稲田大学

■副部長
コヤマ ナオキ
小山　直樹
人財本部 本部長補佐

Alma Mater: 法政大学

■トレーナー
ヨシダ タエ
吉田　妙
治療院Kitote
Alma Mater:
人間総合科学大学鍼 専門学校

■マネージャー
キタウラ マイ
北浦　舞
神奈川事業部（営業開発）

Alma Mater: 慶應義塾大学

■部長
カスガ タカオ
春日　孝夫
東日本ＨＳＳ事業本部 
本部長
Alma Mater: 九州産業大学

■管理栄養士
アソウ カナコ
麻生　香菜子
IDSセンター 運営企画室

Alma Mater: 九州女子大学

■監督
イマナリ ノゾミ
今成　望
総務部 総務室

Alma Mater: 専修大学
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