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42  The 31st Tennis Japan League

女子チーム紹介 （ブルーブロック）

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

■部長
タニガキ テツヤ
谷垣　哲也
執行役員 広報室 室長

Alma Mater: 京都大学

■副部長
タニハタ ヒロシ
谷畑　博司
分析計測事業部
副事業部長
Alma Mater: 京都大学

■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回～30回大会で3連覇しました。
4連覇を成し遂げられるようにチーム一丸となって頑張ります。

player 2 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 : 東京有明国際$25,000　単　優勝
 $25,000 Thailand　単　優勝　複　準優勝
 全日本室内テニス選手権大会　単　準優勝
■Plays : オールラウンドプレーヤー

■ Comment : 
テニス界で 1番かもしれないあなたのガッツにチーム全員が、いや島津製作所の社員全員
が惚れています。
今年は、怪我から復帰にも関わらず驚異的に活躍しましたね。。この勢いでチームのメンバー
を引っ張ってください。期待しています。

player 4 西本　恵ニシモト メグミ
■ JTA Ranking : 57 位（シングルス）　Rookie
■ Birthplace : 広島県　　■Birthyear : 1993 年
■ Alma Mater : 慶應義塾大学
■Record : 毎日テニス選手権　複　優勝
 全日本都市対抗テニス大会 京都市代表　優勝
 ’15 全日本学生テニス選手権大会　単　優勝
■Plays : オールラウンドプレーヤー

■ Comment : 
期待のルーキ！！ 学生時代に培ったものをこの社会人のリーグで大いに発揮してください。
新人とは言えどもチームの即戦力です。
チームの勝利に貢献してくれることに期待しています。

player 1 桑田　寛子クワタ ヒロコ
■ JTA Ranking : 6 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace : 神奈川県　　■Birthyear : 1990 年
■ Alma Mater : 早稲田大学
■Record : 全豪オープン　単　予選 2回戦
 全英オープン（ウィンブルドン）　単　予選出場
 カンガルーカップ$75,000　単　優勝　複　準優勝
■Plays : オールラウンドプレーヤー

■ Comment : 
今年は目標であった $75,000 クラスの大会で優勝するなど、心技体ともに確実にレベルが
あがりました。グランドスラムの本戦出場に向けて日々努力していることに自信をもって下さ
い。常に攻めの姿勢を忘れずに！！
チームの連覇に貢献してくれること期待しています。

player 3 今西　美晴イマニシ ミハル
■ JTA Ranking : 21 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 : 全米オープン　単　予選出場
 ’15 全豪オープン　単　予選出場
■Plays : オールラウンドプレーヤー

■ Comment : 
数年前の高雄選手との試合が今でも忘れません。小さな身体から出る力強いショットとコー
トカバーリングはあなたの持ち味です。
自分のプレーに自信をもちそしてチームメイトを信じて戦ってください。
きっと美晴ならできる！！ 期待しています。

player 5 梶谷　桜舞カジタニ ロブ
■ JTA Ranking : 84 位（シングルス）　Rookie
■ Birthplace :  大分県　　■Birthyear : 1994 年
■ Alma Mater : 早稲田大学
■Record : $10,000 GIMCHEON　複　優勝 
 亜細亜国際女子オープン大会　複　優勝
 全日本室内テニス選手権大会　複　ベスト4
■ Plays : オールラウンドプレーヤー

■ Comment : 
新人でありながら貫禄あるネットプレーはあなたの持ち味です。
少し控え気味な性格？ それはコート上では必要ありません。積極的に攻めてください。
即戦力として期待しています。

player 6 森　友香モリ ユカ
■ JTA Ranking : 105 位（シングルス）　
■Birthplace :  大阪府　　■Birthyear : 1986 年
■ Alma Mater : 神戸松蔭女子学院大学
■Record : 
■ Plays : オールラウンドプレーヤー

■ Comment : 
チームワークの向上には絶対不可欠な存在です。これまでの経験を十二分に選手に伝授し
ていこう。選手はきっと我々の期待に応えてくれるはずです。
あなたの日々の努力に一番感謝しています。
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