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女子チーム紹介 （レッドブロック）

34  The 32nd Tennis Japan League

Team: 橋本総業ホールディングス 橋本総業ホールディングス株式会社  〒 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9Team since: 2012

■部長
ハシモト マサアキ
橋本　政昭
代表取締役社長

Alma Mater: 東京大学大学院

■トレーナー
ミヤタ トオル
宮田　徹
顧問

Alma Mater: 国士舘大学

■コーチ
ヨシダ ユカ
吉田　友佳

Alma Mater: 東京都市大学

■監督
フジイ ミチオ
藤井　道雄
顧問

Alma Mater: 甲南大学

■マネージャー
マツウラ タカアキ
松浦　貴昭
総務部 課長

Alma Mater: 山梨学院大学

■マネージャー
タナカ マリ
田中　真梨
総務部 

Alma Mater: 共栄学園高等学校

■マネージャー
ツカゴシ キョウコ
塚越　景子
総務部

Alma Mater:日本大学

■サブマネージャー
クラシマ ユリ
倉島　侑里
顧問

Alma Mater: temple university

今年こそ初優勝目指して頑張ります。
応援よろしくお願いいたします。

player 1 player 2穂積　絵莉ホズミ エリ
■ JTA Ranking : 6 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace : 神奈川県　　■Birthyear : 1994 年
■ Alma Mater : 鹿島学園高等学校
■Record : 全日本選手権　単　優勝
 全豪オープン　複　ベスト4
 WTAツアーポーランド　複　優勝
■Plays : アグレッシブなオールラウンダー

瀬間　詠里花セマ エリカ
■ JTA Ranking : 15 位（シングルス）　Professional
■ Birthplace : 東京都　　■Birthyear : 1988 年
■ Alma Mater : 学芸館高等学校
■Record  ’11 ITF $100,000 Ningbo　単　準優勝
: ’11 ’15 全日本選手権　単　準優勝
 ’15 ITF＄25,000 柏　単　優勝
■Plays : オールラウンド

■ Comment : 
2017 年 1月からチームに加入しました。
今年の全豪オープンダブルスベスト4を皮切りに期待に応える結果を出してくれています。

■ Comment : 
今年は年初から調子よく活躍してくれています。
昨年の悔しさを忘れず今年こそ最後勝ち切ってくれると信じています。

player 6 吉冨　愛子ヨシトミ アイコ
■ JTA Ranking : 36 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace : 愛知県　　■Birthyear : 1993 年
■ Alma Mater : 早稲田大学
■Record : ’14 全日本学生テニス選手権　単　優勝　複　準優勝
 ’15 全日本学生テニス選手権　複　準優勝
 ’15ユニバーシアード　複　銅メダル
■Plays : ストローカー

■ Comment : 
プロの厳しさにもまれながらも確実に成長してきました。
このリーグ戦でも大いに期待しています！

player 5 江口　実沙エグチ ミサ
■ JTA Ranking : 27 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace : 福岡県　　■Birthyear : 1992 年
■ Alma Mater : 富士見丘高等学校
■Record : ’14 全日本選手権　単　優勝
 ’16 WTA Nanchang　単　ベスト4
 ’16 WTA Challenger Dalian　単　準優勝
■Plays : オールラウンド

■ Comment : 
今年 5月よりチームに加入しました。
日本リーグの勝ち方を知っているからこそ優勝請負人として期待してます

player 4 二宮　真琴ニノミヤ マコト
■ JTA Ranking : 24 位（シングルス）　Professional
■ Birthplace : 広島県　　■Birthyear : 1994 年
■ Alma Mater : 西宮甲英高等学院
■Record : ’11 ’14 $75,000　豊田　複　優勝
 ’15 全日本選手権　複・混合　優勝
 ’17ウィンブルドン　複　ベスト4
■ Plays : 超攻撃型

■ Comment : 
ウインブルドンダブルスベスト4 の実績をつけリーグに戻ってきました。
アグレッシブなプレーを観衆の皆様に見せてください！

player 9 カジュール・オヴィ・アンジュ
■ JTA Ranking : 64 位（シングルス）　Professional　Rookie
■ Birthplace :  東京都　　■Birthyear : 2002 年
■ Alma Mater : 田園調布中学校卒、日出学園在学中
■Record : ’15 RSK 全国選抜ジュニア　単　優勝
 ’16 DUNLOP SRIXON CUP全国選抜ジュニアU14  単 優勝
 ’17 東北オープンテニス選手権　単　準優勝
■Plays : オールラウンド

■ Comment : 
今年 5月から加入した期待の新人です。
リーグ戦での更なる飛躍を期待しています！

player 3 小堀　桃子コボリ モモコ
■ JTA Ranking : 23 位（シングルス）　Professional
■ Birthplace : 埼玉県　　■Birthyear : 1998 年
■ Alma Mater : 大成高等学校
■Record : ’17 $25,000フランスDenain　複　優勝
 ’17 $25,000フランスMontpelier　複　優勝
 ’17 $25,000 軽井沢　単　ベスト4
■ Plays : オールラウンド

■ Comment : 
今年からプロ―ツアーに転向しましたが、ダブルス4大会優勝と潜在能力は高いものがあ
ります。リーグ戦での大いなる活躍を期待しています！

player 7 高畑　寿弥タカハタ コトミ
■ JTA Ranking : 49 位（シングルス）　Professional
■ Birthplace : 大阪府　　■Birthyear : 1989 年
■ Alma Mater : 相愛大学
■ Record : ’09 全日本学生テニス選手権　単　優勝
 ’11 全日本選手権　複　優勝
 ’11ユニバーシアード　複　金メダル
■Plays : 多彩なプレー

■ Comment : 
自分のプレーはさることながら、チームへの思いは誰よりも強く持っていると思います。
まとめ役としても大いに期待しています！

player 8 井上　明里イノウエ アカリ
■ JTA Ranking : 51 位（シングルス）　Professional
■ Birthplace : 沖縄県　　■Birthyear : 1988 年
■ Alma Mater : 早稲田大学
■Record : 全日本テニス選手権　複　準優勝
 ＧＳユアサオープン　複　優勝
 $15000 香港　複　優勝
■Plays : オールラウンド

■ Comment : 
今年９月から加入しました。
チームの精神的支柱として期待しています。
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