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・・テテニニススフフェェススタタ ''００１１

・・おおいいででんんテテニニススデデーー

・・記記念念大大会会

・・ママススココッットト ネネーーミミンンググ決決定定



－１－

去る、平成 13 年１２月９日(日)、豊田市体育館にて豊田市体育協会法人化 20 周年、及び豊田市

テニス協会設立 20 周年記念特別事業のメインイベントである｢テニスフェスタ’０１｣が開催されま

した。

当日は１３００人もの会員の皆様や一般の方々が来場してくださり、盛りだくさんのイベントに参

加していただき、楽しい１日を過ごしてもらうことができました。

◆◆◆開始式◆◆◆

◆◆◆チーム対抗輪投げ大会◆◆◆

◆◆◆クリニック◆◆◆

◆とき･･･平成１３年１２月９日（日曜日） ◆ところ･･･豊田市体育館
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◆◆◆ ◆◆◆

◆◆◆ ◆◆◆

ｃｏ－ｔｏ当選者発



－３－

屋 台 ラーメン、うどん、焼きとうもろこしなどなどメニューが盛り沢山。

「屋台券」も配布されたので大満足でした。

野外の飲食ブース

おいしーぃ！

屋台村

大盛況！

フリーマーケッ

ト

日用品、玩具、手作りの物など
品物がいっぱい。売り手も買い手
も大満足！！

カラフルな

スーパーボール

ラケット

スノボー

テニス用品即売会

新世紀を迎

えてテニス

協会も更な

る飛躍を望

んでいます

中根 ＴＴＡ会長

これからは

スポーツを

通じて新し

い街づくり

が必要です

小幡 体育協会会長

スポーツの
和を広げる
ためにもテ
ニス協会は
更にがんば
って頂きた
い

豊田市長 鈴木さん

生涯スポーツプラ

ンを進めていく中

でテニス協会も更

なる協力をお願い

します

市議会議長 光岡さん

豊田市の将来スポーツ計画

について話を聞き、市民の

皆さんは非常に幸せである

と実感しました

日本テニス協会 田中さん

テニスを通じ

ての交流と地

域に密着した

活動が一番大

切です
愛知県議会議員 片桐さん

記念式典では、主催者代表の小幡体育協会会長、中根テニス協会会長の挨拶の後

ご来賓の方々よりご挨拶をいただきました。

◆◆◆ ◆◆◆

テニスフェスタ '０１

【選手紹介】

豪快、

ジャンピング

サーブ

お疲れ様でした！

審判は、日本テニス協会

公認審判員の松井一江さんです

ネット際の攻防

◆◆◆ ◆◆◆

岡・本田組

川村・船津組



－４－

小売店賞（４５本）

ラリー、フライト

４，５，６等（265 本）

当選番号発表

    豪華商品が盛り沢山。当選された皆さん、おめでとうございます。

    協賛、協力いただいたメーカー、ショップの皆様、ありがとうございました。

1 等 10 万円の旅行券

当選者 SMAX の大野仁誉さん

どこへ行くかは

ゆっくり考えます

２等 （３本）

３等 （１０本）㌿

◆◆◆ ◆◆◆

ペンション「スノーラクーン」賞

ペンション宿泊券

テニスフェスタ '０１



－５－

■■■開会式■■■

■■■おいでんマッチ“エースをねらえ”■■■

■■■上達への近道■■■ ■■■楽しめるテニス と･こ･と･ん相手します■■■

■■■打ちまくれ マシンに負けるな■■■

（財）豊田市体育協会法人化20周年記念

      豊田市テニス協会設立20周年記念

んでいお

『中根会長挨拶』

お願い！

しっかり、振り抜きましょう

ボールを良く見て！

いきますよー！

えいっつ！

その
調子
です



－６－

“さぁ！どんどん的に当てて

賞品をゲットしましょう。”      

美しい自然に包まれた やすらぎのアーバンリゾート フォレスタヒルズ
緑に包まれた、小高い丘に広がる壮大な敷地に、ホテル、レストラン
ガーデンチャペル、スポーツクラブをはじめ、ウォーターパーク

室内テニスコート、パターゴルフ場など多彩な施設をレイアウト。

大らかな自然の空気を胸いっぱいに吸い込めば、きっと新しい明日が

見えてくるはず・・・。

<テニス合宿・テニス大会 予約受付中>

〒444-2225
愛知県豊田市岩倉町一本松 1番地１
TEL 0565-58-3500(代)
FAX 0565-58-3538

バッグゲットしました！

スストトララッッククアアウウトト
もうすっかりお馴染みのゲーム。

サービスで９個の的をヒット。

リリタターーンンゲゲーームム
コーチのサーブを返せたら

Ｔシャツゲット。

タターーゲゲッットトテテニニスス
一人一球、ボールを打って的に当てます。

Ａ

Ｔ

Ｔ

ススピピーードドガガンン
狙狙っったたススピピーードドがが出出せせるるかか？？

おいでんテニスデー



－７－

                     ■■■ジュニア・キッズテニス■■■

準備体操イチニ！サンシ！

土曜日にもかかわらず定員８０名の募集を超える１３０名の申し込みがあ

り、ジュニア、キッズテニスへの強い要望を感じました。

子供の脳・運動神経系（動作の習得）は、幼児期から小学生の間にほぼ大人

と同じレベルまで発育するそうです。この時期にいろいろな運動やスポーツを

体験して身体のあらゆる機能を刺激し、子供達の運動能力を高めましょう。

ティー太

行くよー！

ＯＫ～！

おいでんテニスデー

左右に転がるボールを追いかけ

ラケットで返します。すり抜けな

いように必死です。３歳児

フー！ボクは

ちょっとひと休み･･･。

振り向いてボールをキャッチ

できるかな。集中させる動きを

取り入れました。５歳、６歳児

ボレーにも挑戦。う

まく当たるとうれ

しそう。４歳児

ポン、ポン、ポン。真ん中に当て

て続けるのはなかなか大変！



－８－

豊田市テニス協会 設立２０周年記念大会

（豊田市民選手権テニス大会）

Ａ級 高岡公園１７組         Ｂ級 高岡公園１７組       Ｃ級 高岡公園２５組      Ｄ級 高岡公園１６組  

       
優勝 小出恵子･河合幸子組   優勝 河村 愛･花岡幸子組  優勝 宇都由美子･大内喜代子組  優勝 永田恵理･本田亜紀子組

（ＰＯＦ･アンドロメダ）             （ＰＯＦ）              （ハッピーパラダイス）            （ＦＲＩ）

Ａ級 文化広場１９組        Ｂ級 柳川瀬公園３１組      Ｃ級Ⅰ 柳川瀬公園２０組     Ｃ級Ⅱ 柳川瀬公園２０組           

        
優勝 宮川正夫･片岡裕治組    優勝 花岡博文･松尾琢ニ組   優勝 田中敦史･加藤司郎組   優勝 土屋 久･村上浩一郎組

（Ｈｉ－ＭＵＫＳ）               （ＰＯＦ）                （プラス１）              （上郷ＴＣ）

Ｄ級Ⅰ 文化広場１６組       Ｄ級Ⅱ 文化広場１５組     ５０歳以上 文化広場５組

       
優勝 大谷正幸･佐藤健俊組    優勝 森田秀律･小林靖則組   優勝 松井 泉･尾賀康一組

（テクノフォレスト２１）             （ＳＭＡＸ）              （細川ＴＣ）

記 念 大 会

シングルス ６／１０．２４(日) ３５４名

ダブルス １１／４．１１(日) ２０１組

Ａ級 文化３９名  Ｂ級 柳川瀬７５名  Ｃ級―Ａ 井上４５名 Ｃ級－Ｂ 井上４１名  Ｄ級－Ａ 加茂川３２名 Ｄ級－Ｂ 加茂川３２名  ４５歳以上 文化１０名

優勝 田中英雄   優勝 花岡博文   Ａ―優勝 桑原孝夫  Ｂ―優勝 上木智善 Ａ―優勝 朱 忠山  Ｂ―優勝 皆川 耕   優勝 岩本廣明

（西岡ＴＦ）       （ＰＯＦ）       （スムース）       （フリー）       （スマイル）    （トヨタ自動車名古屋）     （エスカルゴ）

Ａ級 高岡公園１５名    Ｂ級 高岡公園２２名   Ｃ級 高岡公園２２名   Ｄ級 高岡公園２１名

優勝 山下裕美子      優勝 椎葉幸子       優勝 辻本 愛       優勝 中出久美子

（ＪＡあいち尾東）          （さくら）          （チームロブコ）          （コスモ）

優勝

おめでとう！



－９－

    ★★★★ＴＴＴＴＡＡママススココッットトのの名名前前がが決決ままりりままししたた！！★★★★

応募して下さった皆さん

ありがとうございます。

これからもよろしくお願いします

    テニスフェスタ '０１において募集を
  行った結果、応募総数２３１件、応募ネーミング
  数１６４点もの多くの応募をいただきました。

これらの応募作品の中から、厳正な審査を経て
決定したネーミングは以下の作品です！

『『テティィーー太太』』
当選された方は、三好町にお住まいの、

石井敏江さんです。

すてきな名前をありがとうございました。
今後は、｢ティー太くん｣「ティー太ちゃん」など

どんな呼び方でも結構です。どうぞ可愛がって下さい。

  (※ネーミングの表彰は H14 評議員会で行います)

発 行 豊田市テニス協会

発行日 平成 1４年 1 月

発行責任者 中根 大

編 集 ２０周年記念実行特別委員会

広報委員会

- 編集後記 -

新年あけましておめでとうございます。

２０周年記念事業も無事に終えることが出来、役員一同ホッ

としております。

今年も会員の皆様に喜んでいただける事業活動を行って行

きますので、どうぞよろしくお願いいたします。

２０周年記念実行特別委員会 広報委員会


