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女子チーム紹介 （レッドブロック）
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player 3 松島　美智留マツシマ ミチル
■ JTA Ranking : 　
■ Birthplace : 静岡県　　■Birthyear : 1990 年
■ Alma Mater : 園田学園女子大学
■Record : ’12 全日本学生テニス選手権大会 単 ベスト8 複 ベスト16
 ’13 全日本学生室内テニス選手権大会 単 ベスト8 複 ベスト4
■ Plays : 一生懸命系オールラウンダー

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 : 職人気質系ボレーヤー

田中　夕貴タナカ ユウキ
■ JTA Ranking : 　Rookie
■ Birthplace :  京都府　　■Birthyear : 1993 年
■ Alma Mater : びわこ成蹊スポーツ大学
■Record : ’11 全国選抜高校テニス大会　団体　ベスト8
 ’11 中国ジュニアテニス選手権　　複　ベスト8
■ Plays : スマイル系ハードヒッター

田村　実里タムラ ミノリ
■ JTA Ranking : 426 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 : 優しいビッグサーバー

player 6 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 : 実はメラメラ系ストローカー

■ Comment : 
普段はクールにテキパキ行動！！頼れる姉さん。
しかーし！！ コート上では誰よりもメラメラと闘志を燃やします！
今年はコート上で吠えまくるぞー！！
ミーキティ─────！！！

■ Comment : 
とにかく一生懸命！！ 持ち前の忍耐力は、日々の努力の賜物！！
そんな彼女は、あっという間に、観客を味方につけてしまうんです！！
今年はキャプテンとして、みちるカラーで会場を盛り上げてください！
やってやるぞーーー！！！

■ Comment : 
エームの誇るボレー職人ひろちゃん。今年も職人ボレーとドヤ顔を
ピカピカに磨き上げて参りました！ 大事な場面で頼りたくなっちゃう
職人技！！ コート上で「ひろちゃんボレー」を存分に発揮してください！
ひろかのガッツポーズが早く見たいぞー！！

■ Comment : 
今年の期待の新人！！ 笑顔のハードヒッターです！！
見ていて気持ちのいい高速テニスで相手を翻弄！！
失うものは何もありません！
笑顔を武器に、一生懸命頑張りましょう！！

■ Comment : 
優しいんです。すごーく優しい影の努力家たむたむ。
でも、コートに入れば、一転強気ガールになります！
今年は去年の悔しさを胸に、コート上で吠えまくってください！！
サービスエースをねらえっっ！！！

player 2 中束　涼子ナカツカ スズコ
■ JTA Ranking : 165 位（シングルス）　
■Birthplace : 群馬県　　■Birthyear : 1992 年
■ Alma Mater : 専修大学
■ Record : ’12 関東学生新進テニス選手権大会　単　ベスト4
 ’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
■Plays : 元気いっぱいワイルド系ストローカー

■ Comment : 
いつも元気いっぱ～～～い！！ おちゃめなすずこ。いざラケットを握れば、
ぐっと表情が引き締まり、「しゃー！！」と気合い100点満点。
昨年の悔しさを胸に、今年は一回りも二回りも進化しました！
今年は勝利をもぎ取るぞ！！ ゆけ～～～～～！ すずこ！

player 1 岡田上　千晶オカダウエ チアキ
■ JTA Ranking : 45 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 : ツンデレ系ストローカー

■ Comment : 
今年度よりOLテニスプレーヤーに見事転身した千晶さん。
何事にも真正面からぶつかっていく強さは、プロ生活で鍛えられた賜物。
その強さにプラスして、社会の荒波に揉まれて鍛えられたNEW千晶。
こりゃあ怖いものなしでしょう～！ 行け！ 行け！ お・か・だ・うえ！！

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

昨年度は、2年連続決勝トーナメントに進出！！
今年度も、代々引き継いでいる「熱いチームワーク」を存分に発揮し、
ガッツ溢れるプレーで、会場をエーム色に染めます！！
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
サカキバラ ノブユキ
榊原　伸行
RS業務総括部 部長

Alma Mater: 埼玉大学

■トレーナー
ヨシダ タエ
吉田　妙
すこやか整骨院
Alma Mater:
人間総合科学大学鍼 専門学校

■コーチ
フジワラ マイ
藤原　舞
RS西関東セールスグループ多摩

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
マツダ ユミコ
松田　侑未子
品質管理本部 IDSセンター

Alma Mater:日本女子体育大学大学院

■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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