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女子チーム紹介 （ブルーブロック）

42  The 32nd Tennis Japan League

Team:  島津製作所  株式会社島津製作所　〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町１Team since: 1988

■副部長
オク ヒロユキ
奥　寛幸
人事部 勤労厚生グループ 
グループ長
Alma Mater: 大阪体育大学

■マネージャー
シロマ ナギト
城間　和人
京都支店 総務係 係長

Alma Mater: 亜細亜大学

■部長
タニハタ ヒロシ
谷畑　博司
分析計測事業部 技術部 
シニアマネージャー
Alma Mater: 京都大学

■マネージャー
キノシタ レイコ
木下　玲子
広報室

Alma Mater: 園田学園女子大学

■監督
コモリ ヒロコ
小森　ひろ子
地球環境管理室

Alma Mater: 高蔵高等学校

■コーチ
モリ ユカ
森　友香
 広報室 

Alma Mater: 神戸松蔭女子学院大学

第28～31回大会で4連覇しました。
5連覇を成し遂げられるようチーム一丸となって頑張ります。

player 3 大前　綾希子オオマエ アキコ
■ JTA Ranking : 12 位（シングルス）　Professional
■ Birthplace : 京都府　　■Birthyear : 1993 年
■ Alma Mater : 学芸館高等学校
■Record : 三菱全日本テニス選手権 91st　単・複　優勝
 ウィンブルドン　単　予選 2回戦　複　本戦 1回戦
 全仏オープン　単　予選出場
■Plays : オールラウンドプレーヤー

■ Comment : 
持ち味であるガッツは、会場にいるすべての人を魅了します。
チームにとって欠かせない雰囲気を作り出してくれる存在です。
そんなあなたに私たちはついて行きます！！

player 4 加治　遥カジ ハルカ
■ JTA Ranking : 16 位（シングルス）　Professional　Rookie
■ Birthplace : 岡山県　　■Birthyear : 1994 年
■ Alma Mater : 園田学園女子大学
■Record : ITF$25,000 富士薬品セイムスウィメンズカップ in甲府  単 優勝
 ITF$15,000タイ　単　優勝
 ITF$15,000 台湾　単　準優勝
■Plays : オールラウンドプレーヤー

■ Comment : 
SHIMADZU Breakers の一員として勝ちに拘ったプレーを期待しています。
今年は社会人として、そしてプロ1年目として挑戦を重ねてきました。
数々のタイトルを獲得したことをきかっけに、今は自信に溢れていると思います。
思い切ったプレーを期待しています。

player 5 西本　恵ニシモト メグミ
■ JTA Ranking : 38 位（シングルス）　
■Birthplace : 広島県　　■Birthyear : 1993 年
■ Alma Mater : 慶應義塾大学
■Record : 第 53回島津全日本室内テニス選手権大会  複 ベスト4
 第 53回東京オープンテニス選手権大会　単　準優勝
 全日本都市対抗テニス大会　京都市代表　優勝
■Plays : オールラウンドプレーヤー

■ Comment : 
西本がもつ、根性と頭脳プレーを見せつけてやりましょう。
球の質感、タイミング、強弱などのやらしさはあなたの持ち味ですよ。
自身を持ってプレーしてください。チームへの貢献期待しています。

player 2 桑田　寛子クワタ ヒロコ
■ JTA Ranking : 8 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace : 神奈川県　　■Birthyear : 1990 年
■ Alma Mater : 早稲田大学
■Record : 第 53 回島津全日本室内テニス選手権大会　単　優勝
 全豪・全仏オープン　単　予選 2回戦
 ITF$25,000 Gatineau（カナダ）　複　優勝 
■ Plays : オールラウンドプレーヤー

■ Comment : 
内に秘めた闘争心を今年も全面に出し切ってください。
学生の頃より団体戦の戦い方は、誰よりも培っていると思います。
SHIMADZU Breakers の柱として思い切ったプレーを期待しています。

player 1 今西　美晴イマニシ ミハル
■ JTA Ranking : 7 位（シングルス）　Professional
■ Birthplace : 京都府　　■Birthyear : 1992 年
■ Alma Mater : 京都外大西高等学校
■Record : 三菱全日本テニス選手権 91st　単  準優勝　複  優勝
 ITF$25,000 Auburn AL（アメリカ）　単　優勝
 ’17 ITF$25,000セキショウ国際女子オープンテニストーナメント 複 優勝
■ Plays : オールラウンドプレーヤー

■ Comment : 
昨年の決勝戦では激闘を制し、チーム・観客にも感動を与えましたね。
今年も、その勝気と根性でチームの勝利に貢献してくれることを期待しています。

player 6 梶谷　桜舞カジタニ ロブ
■ JTA Ranking : 95 位（シングルス）　
■Birthplace :  大分県　　■Birthyear : 1994 年
■ Alma Mater : 早稲田大学
■Record : 第 29 回ユニバーシアード競技大会 　複　銅メダル 
 ’17 ITF$60,000 福岡国際女子テニス　複　準優勝
 ITF$60,000 久留米市ユー・エス・イーカップ国際女子テニス  複 準優勝
■ Plays : オールラウンドプレーヤー

■ Comment : 
今年はユニバーシアードでの功績を目標にダブルスにおいて特に飛躍した年になりました
ね。その経験が更に自分の自信にも繋がっているはずです。
これらで得た経験と強さをリーグのステージで発揮してください。
期待していますよ。
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