
P L A Y E R

S T A F F

34  The 31st Tennis Japan League

女子チーム紹介 （レッドブロック）

Team: 橋本総業 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

■副部長
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
クラシマ ユリ
倉島　侑里
顧問

Alma Mater: temple university

■コーチ
スギヤマ ノリカズ
杉山　記一

Alma Mater: 早稲田大学大学院

■コーチ
ワタヌキ ユウスケ
綿貫　裕介

Alma Mater: 堀越高等学校

今大会で4回目の出場となります。
初優勝目指して頑張りますので応援よろしくお願いいたします。

player 1 player 2謝　淑薇シェイ スーウェイ
■WTA Ranking : 81 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace : 台湾　　■ Birthyear : 1986 年
■ Alma Mater : 
■ Record : ’13ウインブルドン　複　優勝
 ’14 全仏オープン　複　優勝
■Plays : 

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 : 
グランドスラムに 2度優勝した台湾の有名プレーヤーです。
きっと日本リーグの選手たちに強烈なインパクトを与えてくれるでしょう。

■ Comment : 
ここ暫く優勝から遠ざかっていますが、潜在力は持っています。
秋の大会から徐々にギアを上げていきます。

player 6 吉冨　愛子ヨシトミ アイコ
■ JTA Ranking : 29 位（シングルス）　Professional　Rookie
■ 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 : 
2016 年 2月にチームに加わった期待の新人です。
ＷＴＡランキングを上げるべく、トーナメントに奮戦中です。

player 5 久見　香奈恵ヒサミ カナエ
■ JTA Ranking : 25 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace : 京都府　　■Birthyear : 1987 年
■ Alma Mater : 園田学園女子高等学校
■Record : ’13 ＄50,000　久留米　複　優勝
 ’15 全日本テニス選手権　複　優勝
 ’16 ＄25,000　有明　複　優勝
■Plays : カウンターパンチャー

■ Comment : 
チームのキャプテンとして、選手のまとめ役としてチームを引っ張っています。

player 4 二宮　真琴ニノミヤ マコト
■ JTA Ranking : 20 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
 ’14 ’15 全日本選手権　複・混合　優勝
 ’16ジャパンウイメンズオープン　複　優勝
■Plays : 攻撃型テニス

■ Comment : 
ダブルスはＷＴＡで青山選手と組んで数々のタイトルを取り、グランドスラム大会でダブルス
本戦ダイレクトインの力を付けてきました。

player 9 田中　真梨タナカ マリ
■ JTA Ranking : 　Professional　
■ Birthplace :  東京都　　■Birthyear : 1987 年
■ Alma Mater : 共栄学園高等学校
■Record : ’11 全日本選手権　混合　優勝
 ’12 島津全日本室内　複　優勝
 ’14 全日本選手権　複　優勝
■Plays : オールラウンド

■ Comment : 
この度ママさんになりました。
子育てに追われながらママさんプレーヤーを目指します。

player 7 小堀　桃子コボリ モモコ
■ JTA Ranking : 38 位（シングルス）　Rookie
■ Birthplace : 東京都　　■Birthyear : 1998 年
■ Alma Mater : 大成高等学校
■Record : ’14 全日本ジュニア　18才以下　単　優勝
 ’15インターハイ　単　優勝
 ’16 能登国際　単・複　ベスト４
■Plays : オールラウンド

■ Comment : 
2016 年 10月にチームに加入しました期待の新人です。
先輩にもまれながら力をつけていきます。

player 8 高畑　寿弥タカハタ コトミ
■ JTA Ranking : 41 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ユニバーシアード　複　金メダル
 ’11 ’15 全日本選手権　複　優勝
■Plays : 多彩なプレー

■ Comment : 
ダブルスで随分と力をつけ、ここ1年で 125Kシリーズで 2 大会優勝しました。
グランドスラム本戦出場も目指しています。

player 3 鮎川　真奈アユカワ マナ
■ JTA Ranking : 19 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 全日本選手権　単・複　ベスト4
 ’15 ITF $25,000 浜名湖　複　優勝
 ’15 全日本選手権　単・複　ベスト4　混合　準優勝
■Plays : アグレッシブ

■ Comment : 
夏に手首を痛めましたが、完治したことで徐々に本来の力を発揮して来ました。
日本リーグでの活躍を期待しております。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


