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９月 26 日(土)、市内テニスコート 4 施設と体育館の 5 会場で『第 15 回おいでんテニスデー』
を開催しました。
「おいでんテニスデー」
テニスの日に合わせ、当協会は
9 月に
おいでんテニスデー」は、9 月 23 日のテニスの日
テニスの日
開催し、幼児から高齢者、男女問わず参加できる内容で一日テニスを楽しんでいただいています。
今年も、参加者 250 名とスタッフ 60 名の総勢 310 名により、賑やかで楽しいイベントとなり
ました。

高岡体育館
高岡体育館

今年度は、会場を猿投地区から高岡地区に変更しましたが、
昨年以上の応募をいただき、沢山の方がキッズテニスに興
味を持たれて参加してくださいました。

★★★（参加者コメント）
：気軽に参加でき、楽しめるプログラムだった。もっと色んな場所で何回か開催して欲しい。テニスを体験でき嬉し
そうにやっていた。こういう機会が沢山あるといい。

平戸橋・加茂川・文化・高岡
エンジョイダブルスの４会場では、交流ダブルスとアトラクションゲームで盛り上がりました。
平戸橋 ボレーボレー

柴田・柴田ペア
5 分 25 秒
五段認定

★★★：毎回楽しみにしている。ずっと続けて欲しい。
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中根・鶴田ペア
1 分 54 秒

深津・深津ペア
1 分 20 秒

加茂川 ボレーボレー

岡本・馬崎ペア
2 分 25 秒

大西・大西ペア
1 分 58 秒

岡本・丸地ペア
1 分 23 秒

★★★：楽しく一日を過ごせた。

文化 ボレーボレー

大橋・二村ペア 5 分 4 秒 永田・高井ペア 1 分 39 秒 黒柳・黒柳ペア 1 分 35 秒
五段認定

★★★：いい雰囲気で楽しく交流ダブルスができた。

遠山・遠山ペア 57 秒

竹尾・井上ペア 53 秒

高岡 ボレーボレー

岩橋・岩橋ペア 2 分 31 秒 石川・寺田ペア 2 分 7 秒 三田・山下ペア 1 分 12 秒

★★★：いつもと違う相手と試合ができ、何ゲームも楽しめてよかった。

柴田理事長あいさつ

渡瀬・渡辺ペア 53 秒

小松・三田ペア 51 秒

錦織選手は世界ランキング５位まで上り詰めた日本のスー
パースターですが、全てのスポーツ選手の中で人気№１が
錦織選手だそうです。2 位は、イチロー選手、3 位は浅田
真央選手、４位は、羽生結弦選手だそうです。また、錦織
選手の効果は、凄い経済効果があるようで、本当に嬉しい
現象ですね。そんなブームの中、今日は皆さんで大いにテ
ニスを楽しみましょう。 一日、よろしくお願いします。

的当てゲーム

じゃんけんゲーム

最後のお楽しみは、じゃんけんで DSWC 観戦チケットゲット！皆さんラッキーでしたね。
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豊田市民テニス選手権大会 （ダブルス）
一般 柳川瀬 52 組

優勝 須賀・大野組(Ｔｅａｍ－Ｆ・Ｓ)

準優勝 鈴木・奥野組(硬庭ぺんぎん)

３位 宮本・渡邉組(ＭＡＴ・アールグレイ)

３位 勝野・成瀬(トヨタグリーンテニスクラブ)

35 歳以上 高岡 10 組

優勝 山田・鷲見組(ﾆｭｰﾀｲﾌﾟ･ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

準優勝 小林・酒井組(WILD・JOKER)

45 歳以上 高岡 16 組

優勝 阿知波・清水組(

)

準優勝 高塚・富田組(STC)

55 歳以上 文化 13 組

優勝 河原・加藤組(ｽｸｴｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

準優勝 佐々木・柴田組(ﾍｯﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ・西岡ＴＦ)
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9/20 (日)

一般 平戸橋 26 組

ベスト８から

優勝 難波・高井組(

)

３位 日比・立野組(

)

準優勝 冨岡・本田組(

)

３位 神谷・榛葉組

35 歳以上 加茂川 9 組
ベスト８から

優勝 宮崎・菊岡組(

)

準優勝 石川・寺田組(

)

45 歳以上 加茂川 18 組
ベスト８から

優勝 青山・佐藤組(

)

準優勝 小山・藤田組(

)
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豊田市民テニス選手権大会 （シングルス）
一般 文化

優勝 加藤直輝（

） 準優勝 浦川弘明（

10/18,25 (日)

24 名

） ３位 白山敬祐（フリー）

３位 山下修司（フリー）

ベスト８から

35 歳以上 平戸橋

優勝 山田幸司（

） 準優勝 島 健治（

28 名

） 3 位 中島洋一（

） 3 位 岡戸成吾（

）

ベスト８から

45 歳以上 文化

優勝 鈴木康友（チーム・スプラッシュ）

準優勝 門田秀男（REI）

ベスト８から
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47 名

3 位 望月東午（REI）

3 位 長谷川賢悟（チアフルダックス）

55 歳以上 柳川瀬 37 名

優勝 松浦久史（ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ） 準優勝 河野昭彦（イエローボールブラザース）

３位 後藤正博（RRTC）

３位 杉浦

学（フリー）

ベスト８から

一般

高岡 10 名
ベスト８から

優勝 安藤美奈（ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 準優勝 加賀美貴子（名古屋 GTC）

35 歳以上

45 歳以上

高岡 6 名

優勝 鈴木まゆみ（名古屋 GTC)

優勝 鈴木ゆみを（

高岡 21 名

） 準優勝 八窪ゆみ（

ベスト８から

スポレク年齢別テニス東海大会 （混合団体戦）

11/15 (日)

11 月 15 日(日)、柳川瀬公園で「第 4 回スポーツレクリエーションフェスティバル年齢別テニス東海
大会」が開催されました。豊田市は、10 月の愛知県大会で惜しくも東海大会への出場権を獲得できませ
んでしたが、大会開催地出場枠で参加し、３位と善戦しました。

参加選手
40 歳代：勝野二徹、岩田英子
50 歳代：井手英治、加藤淳子
60 歳代：澤部 香、松原静男
渡瀬洋子
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）

12 月 6 日(日)、地域文化広場で「平成 27 年度スクール生交流会」が開催されました。
一般教室の昼・夜の部と健康テニス教室の受講生 14 ペアが集まり交流試合を行いました。
女子ダブルス女子ダブルス-1

水野・水野組（加夜）

女子ダブルス女子ダブルス-2

男子ダブルス

森・松谷組（加昼）

混合ダブルス

大高・丹菊組（柳土曜昼） 浦海・浦海組（柳土曜昼）

11 月 2１日(土)スカイホール豊田サブホールで、指導
者講習会を実施しました。鈴木貴男プロ、近藤大生プロ
のもと現代テニスの指導法について学びました。
パワー・スピードと進化した現在では指導法も大きく様
変わりしています。今のテニスのスピードについていく
には、小さな構えで体幹の捻りを使わなければいけませ
ん。今までの指導法を覆され戸惑う指導員達でしたが、
指導法を見直すいい機会となりました。

正しいフォームができれば後はタイミングさえ合わせればいいだけです。

大きく振りかぶるような構えがダイナミックなフォームではありません。
コンパクトに構え大きな筋肉で前に振り出しましょう！
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左手を後方に持
って行って我慢
した形で打つ。

スマッシュはボールを投げるように！

片手より腰の回転を多く使っ
て打つ。打ち終わってから左
足が出る。

10 月 29 日(木)、益富こども園で「出張キッズテ
ニス教室」を開催しました。
「テニスは楽しいスポーツ！テニスを小さいときか
ら知って欲しい！」
そんな思いから、豊田市のこども園に当協会スタッフ
（主にジュニア委員）が出張してキッズテニス教室を
開催しました。先生達も初めてのテニス教室とあって
心配の様子でしたが、教室が進むにつれ、子ども達の
飲み込みの速さに驚いていました。
自己紹介

Step2 ボールに慣れよう

Step1 準備体操

さすが先生ジャンプが高い！

身体全体を使って遠くへ飛ばすよ。それ！

Step3 道具に慣れよう

ラケットの前に簡単な道具を使って打ってみよう！

Step4 ラケットを使ってみよう

さあ、いよいよラケットの出番です。ボールのバウンドをよく見て！

益富の子どもたち、とても勘が良いですね。

ボレーもちゃんと当たっています。
あいさつ

教室開講の要望があれば随
時開催します。申込・詳細は
ホームページを御覧くださ
い。

ナイススマッシュ！スマッシュ練習は大好きなようです。

最後はあいさつで締めくくり。

Ｑ．シングルスの試合でオープンコートにエースを決めた時、シングルス・スティックが倒れ
相手に「レット」と言われました。この場合、プレーヤーの得点にはならないのですか？

A．得点になります。下記の②のルールに当てはまります。
＊インプレー中、シングルス・スティックが倒れる、ストラップの止め金が外れるなど、ネットの高さが正常で
なくなった場合、レット（ポイントのやり直し）になる。ただし、レットがコール されたときに、下記の状況
が起こった場合は、レットは取り消されそのポイントは成立する。
①ボールがコート内に正しく入らなかった場合は、そのボールを打ったプレーヤーは失点する。ただし、飛
んでいるボールがネットした場合はポイントをやり直す。
②コート内に正しく入ったボールがウイニングショットまたはエースであった場合、そのボールを打ったプレー
ヤーの得点となる。
第１サービスがフォールトし、第２サービスが打たれるまでにネットの高さが正常でなくなった場合は、
ただちに正常な高さに戻し、ポイントをやり直す。
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第 8 回目のダンロップ・スリクソンワールドチャレンジがスカイホール豊田で開催されました。
今大会は、地元愛知県出身の日比野奈緒選手、田中優希選手、三重県出身の西岡良仁選手の活躍で、
会場に何度も駆け付けた地元ファンも多かったのではないでしょうか。大会最終日、見事有終の美を
飾った西岡選手には一段と大きな拍手が沸き起こりました。

11 月 21 日(土)、22 日(日)
21 日は男子 S、22 日には女子 S の予選がスタートし、男子は、3 名の日本選手（吉備雄也・諱 五貴・綿貫敬介）
が本戦入りを決めました。女子は、５名の日本選手（奥野彩加、喜島瑞乃、加治 遥、村瀬早香、井上明里）が 23 日
の予選決勝に進みました。

吉備選手

諱選手

綿貫選手

奥野選手

喜島選手

加治選手

村瀬選手

井上選手

名物夜食 炊き出しコーナーも準備ＯＫ！
コートのメンテ
ナンスはお任せ
ください！

ダンロップ staff、TTA staff、LP、BP、審判 etc 一週間 150 余名の staff で運営を行います。

11 月 23 日(月) 入場者数

1186 人

男子のシングルス・ダブルスの本戦がスタートしました。注目の対戦、全日本ベ
スト８の福田創楽選手
福田創楽選手はダッグワース選手に
に 36 46 で敗れましたが、西岡良仁選
福田創楽選手
手と組んだダブルスでは、松井俊英選手/ルンカット選手に 61 46 12-10 の接戦で
勝利しました。大会推薦枠の片山 翔選手、予選突破の諱 五貴選手も初戦をクリ
アし 2 回戦に進みました。午後から行われた女子の予選決勝では、加治 遥選手た
だ一人本戦入りとなりました。

福田選手

片山選手 加治選手本戦 in

「Welcome Reception」名鉄トヨタホテル

早稲田 OG に囲まれ笑顔の太田市長

11 月 24 日（火） 入場者数

地元知多市出身の田
田
中優季選手が、昨年
中優季選手
準優勝の青山修子選
手に 64 63 のストレ
ートで勝利！

1000 人

昨年優勝の添田
添田 豪
選手は、内山靖嵩
選手
選手に 64 63 で勝利。
全日本のリベンジと
なりました。

「愛知県無形民俗文化財棒の手」の舞に大興奮の外国選手たち

男女シングルス・ダブルス 1R

第１シードのエ
ブデン選手は、
2 セット目で途
中棄権。
76(1) RET
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杉田選手
vs

西岡選手

伊藤選手

vs

vs

守屋選手

11 月 25 日（水） 入場者数

第 1 シード一宮市出
身の日比野奈緒
日比野奈緒選手
日比野奈緒選手
は、瀬間詠里花選手
に 62 46 61 のフルセ
ットで初戦突破。

908 人

第 3 シード、2012
年優勝者のファーゲ
ファーゲ
レ選手は、レイナ選
レ選手
手に 61 64 で 2 回戦
へ。

11 月 26 日(木) 入場者数

1034 人

男女シングルス 2R・ダブルス QF

第７シード大坂なお
大坂なお
み選手は、予選勝ち
選手
上がりのラピタクシ
ンチャイ選手に 46
62 62 の逆転で初戦
突破。

片山 翔選手は、
翔選手
ジョーンズ選手
に 75 76(5)と接
戦で下し、チャ
レンジャー初の
ベスト８へ。

男女シングルス 2R・ダブルス QF

10:00 試合開始 19:10 試合終了
女子ダブルス
青山修子／二宮真琴ペア
桑田寛子／波形純理ペア
C・ジヒ／N・ラピタクシンチャイ ペア
L・カムカム／田中優季ペアは、
全日本ダブルスチャンピオンの高
畑/久見ペアを 62 64 で破って調
子も上々、ベスト８へ進出。
男子ダブルス
日本勢の福田/西岡ペアは、62
16 10-12 で惜敗。内山/カパス
ペアも 67(5) 57 で残念ながらベ
スト８へ進むことはできませんで
した。

10:00 試合開始 17:55 試合終了

杉田祐一選手、西岡良仁選
伊藤竜馬選手がベスト８へ。
。昨年優勝の添田選手は、1 セット 36 終了後、棄権を申し
杉田祐一選手 西岡良仁選手、伊藤竜馬選手
西岡良仁選
伊藤竜馬選手
出て敗退となりました。３週連続のチャレンジャーでコンディション不良だったようです。
女子は、注目の日比野
日比野奈緒
1 回大会準優勝者）に敗れるという波乱がありましたが、第 6 シ
日比野奈緒選手
奈緒選手がリキーナ選手
選手 リキーナ選手（第
リキーナ選手
ードの江口実沙選手
江口実沙選手、第
7 シードの大坂なおみ選手
大坂なおみ選手、第
8 シードの尾崎里紗選手
尾崎里紗選手は順当にベスト
8 に進みました。
江口実沙選手
大坂なおみ選手
尾崎里紗選手

女子ダブルス第 1 シード青山修子/二宮真琴ペア敗退。
田中優季/カムカムペア、日比野菜緒/穂積絵莉ペアがベスト 4
に進出。
男子ダブルス綿貫兄弟ペアは残念ながらベスト 4 進出ならず。

61 63

76(0) 63

そろそろ疲れが出る頃、五郎丸握りで集中力入れ直し！みんな頑張れ～！

11 月 27 日(金) 入場者数

1016 人

西岡良仁選手は、
西岡良仁選手
ビックサーバーのフォルス
ター選手に 1 セットダウンから逆転。36 75
75 でベスト４へ。

男女シングルス QF・ダブルス SF

11:00 試合開始 17:30 試合終了

18 歳の大坂なおみ
大坂なおみ
杉田祐一選手が伊藤竜馬選手
杉田祐一選手
選手は、持ち前の強
選手
を 63 64 のストレートで下し、
烈なサービスでマル
ベスト４へ。
チナ選手に 64 64 で
勝利。日本人ただ一
人ベスト４入りで
す。

64 75
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19 歳のフェット選
フェット選
手は全豪ジュニアの
準優勝者。江口実沙
選手に 76(5) 64 で勝
利し、ベスト４へ。

11 月 28 日(土) 入場者数

1823 人

男女シングルス SF・ダブルス F

プレミアムシート発売

11:00 試合開始 16:45 終了

ラジオ生放送で大会紹介
日本の選手が世
界を相手にどれ
だけ頑張ってく
れるかが、この大
会の醍醐味です。

年々人気のプレミアムシートは 60 席完売です。

[ラヂオつくば]12:20 オンエアー

シングルス準決勝

クラフチュク選手 VS 西岡良仁選手
62 75

クドリャフツェフ選手 VS 杉田祐一選手
76(4) 67(5) 63

リキーナ選手 VS カムカム選手
61 46 60

大坂なおみ選手 VS フェット選手
64 61

男子ダブルス決勝 表彰式

11:00 試合開始

エスコートキッズ ：島 康介くん/岸 大成くん

優勝

準優勝
チューファン・イー（台湾）/
リチャード・ゲディン（イタリア）

ブライダン・クライン（イギリス）
/マット・リード（オーストラリア）
62 76(3)

3 か月前に骨折をしましたが、復帰
戦で優勝でき、とても嬉しいです。

女子ダブルス決勝 表彰式

14:30 試合開始

サインボールゲット！
サインボールゲット

優勝
準優勝
田中優季（メディカルラボ）/

ピエンターン・プリプーチ（タイ）/

大前綾希子（島津製作所）
ルクシカ・カムカム（タイ）
36 60 11-9

シングルスでは本戦入りを逃した大前選手
ですが、ダブルスは６月、７月に続いて今
シーズン３勝目になりました。

ＷＣで出場した田中選手は、地元ファン
の声援に応える大活躍でした。
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11 月 29 日（日） 入場者数

女子シングルス決勝 表彰式

1515 人

男女シングルス決勝

11:00 試合開始 15:00 試合終了

ルクシカ・カムカム （タイ）vs ヤナ・フェット（クロアチア）

11 月に 19 歳になったばかりのフェット選手が、2013 年大会優勝者のカムカム選手を 64 46 64
で破り、今シーズン 3 度目のタイトルを手にしました。カムカム選手は、昨年のアジア大会で右肩を
故障し、本来のプレーができず惜敗しました。
優勝したフェット選手は、今大会の優勝で 130 ポイント獲得し、215 位のランキングを 151 位まで
上げました。
（WTA ランキング 11/30 付）

カムカム選手、
素晴らしい試合
をありがとうご
ざいました。 是
非、来年もこの
大会に出て頑張
りたいと思いま
す。

優勝
準優勝
ヤナ・
ヤナ・フェット選手
フェット選手
ルクシカ・カムカム選手
1996 年 11 月 2 日生 19 歳

1985 年 10 月 26 日生 30 歳
WTA ランキング 151 位(11/30 現在)
WTA ランキング 160 位(11/30 現在)

男子シングルス決勝 表彰式

西岡良仁（ヨネックス） vs アレクサンドル・クドリャフツェフ（ロシア）

昨年ベスト８の西岡良仁選手が、ノーシードから勝ち上がってきたクドリャフツェフ選手に、63 64
のストレートで勝利し、本大会初優勝を飾りました。
昨日に続いて決勝も長身のビックサーバーとの対戦でしたが、今日の西岡選手も勝負どころで集中
し、思うように行かないクドリャフツェフ選手を苛立たせるほどでした。男子の優勝獲得ポイントは
80 ポイントで、西岡選手の大会後のランキングは日本人で３番目となる 117 位になりました。

沢山の応援あり
がとうございま
した。みんなが見
ている中で優勝
できてうれしい
です！

優勝
西岡良仁選手

準優勝

1995 年 9 月 27 日生 20 歳

1985 年 10 月 26 日生 30 歳

ATP ランキング 117 位(1/4 現在)

ATP ランキング 164 位(1/4 現在)

アレクサンドル・クドリャフツェフ選手
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試合観戦だけでなく同時開催のイベントもお楽しみいただけたでしょうか？

３ショットチャンス！

席を確保したら先ずは３ショットチャンス！のゲームコーナーへ GO！

PLAY&STAY

トークショー

大会フォトフレーム

中学生以下を対象にテニス教室を開催しました。

貴男プロの巧みなトークで選手の本音がチラリ

来場記念に

サイン会

今年は流行りの自撮り棒で選手と会場の皆さんとの楽しいワンショット！

J・ダックワーズ選手(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)

西岡良仁選手

日比野菜緒選手

テニスクリニック
男子決勝戦終了後、プロ選手によるテニスクリ
ニックが開催されました。今年の参加プロは、
鈴木貴男プロ、近藤大生プロ、田中優季プロ、
リキーナプロ、カムカムプロ、ロングナムプロ
の豪華メンバーが勢揃いしました。

クロスステップを入れて早く戻ろう！

プロと打ち合えるなんてラッキー！

運営に携わった TTA スタッフ総勢 80 名の皆さん、お疲れ様でした。
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大坂なおみ選手

2015 年は錦織選手に続けと男子の若手選手が頑張りました。11 月の DSWC で
はその一人西岡良仁選手が見事優勝し、大会を大いに盛り上げてくれました。

あ！僕も大好きな
「天むす」発祥の
地ですね。

では、問題です。
優勝を飾った西岡良仁選手の出身は何県でしょうか？
優勝を飾った西岡良仁選手の出身は何県でしょうか？

答え
答えが解ったら
こちらへ応募してね。

応募方法 豊田市テニス協会 HP から応募してください。

① 愛知県
② 三重県

HP http://www.toyota-ta.jp

記入事項 1．答え
2．氏名 協会員の方は所属団体名
3．連絡先 携帯 or 電話番号

抽選で 10 名の方に
テニスグッズを
プレゼント！

締 切 日 4 月 10 日 〆切
vvol.54
vvol.54 の正解は、①でした
の正解は、①でした

星座
おひつじ座 （3/21～4/19 生）

運

勢

なんとなくボールが見えない様な、体調管理をしっかりしてね！

ラッキー
カラー

ラッキー
方位

灰色

北

おうし座

（4/20～5/20 生）

お洒落が鍵！ウェアを新調して運気アップだよ！

オレンジ色

北西

ふたご座

（5/21～6/21 生）

セオリーどおりで無難な展開で勝率アップだよ！

黄色

西

かに座

（6/22～7/22 生）

ポーチに出たり、大胆なプレーで大物食いできるよ！

紺色

南西

しし座

（7/23～8/22 生）

体調を崩しやすいとき！無理せずに春を待ってね！

緑色

南

おとめ座

（8/23～9/22 生）

多くの人からダブルスを誘われるけど、今のペアを大切にしてね！

黄色

南東

今までの努力が報われ実力を発揮できそう！ファイト！！

白色

西

黄緑色

東

青色

北東

オレンジ色

南

弱気な気持ちは×！自信満々なプレーが勝率アップになるよ！

緑色

南東

スローペースにすることで落ち着いて実力を発揮できるよ！

赤色

東

てんびん座 （9/23～10/23 生）
さそり座

（10/24～11/21 生）

新しいシューズを購入すると絶好調で動けるよ！スマッシュ練習○

いて座

（11/22～12/21 生）

チャンス到来！自分を信じてポジティブでプレーしてね！

やぎ座

（12/22～1/19 生）

完璧を求めすぎだよ！気楽にアバウト精神でいこう！

みずがめ座 （1/20～2/18 生）
うお座

（2/19～3/20 生）

ティー太のテニス占いアドバイス！
信じる信じないはきみ次第！でも自信あるから信じた方が得なんだよね。
‐14‐
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柳川瀬（金）、＊予備日 5/8

平成 28 年 団体登録手続きスケジュール
団体登録手続きスケジュール
申請書類（新規用 HP 掲載）・（継続用郵送）：2 月初旬
申請書類提出〆切：3/5 消印有効
個人追加申請一時停止期間：3/6～3/19
登録費支払い：3/20 豊田市福祉センター（評議員会会場）＊詳細はホームページ参照

■市民総体（シングルス）
（シングルス）※今年度は、シングルス大会を 4 月に行います。
開催日：
開催日 男子 B・C 級、女子 A・Ｄ級 4/17(日) ＊予備日 5/8
男子 A・D 級、女子 B・Ｃ級 4/24(日) ＊予備日 5/8
申込期間：3/18～27
申込期間

１期 テニス教室（平成 28 年 4 月～6
月～6 月

8 回）

柳川瀬昼（水・土）加茂川昼
加茂川昼（金）柳川瀬
柳川瀬健康昼
加茂川夜（金）柳川瀬
柳川瀬夜
柳川瀬昼
加茂川昼
柳川瀬健康昼（土）加茂川夜
健康昼
加茂川夜
柳川瀬夜（金）
申込期間：スカイホール豊田 3/6～13
インターネット 3/7～16
申込期間

個人情報の取り扱いについて
クイズ解答時に収集した個人情報は、本人確認の目的に限定して使用し、第三者
への提供はしません。

今年は暖冬だと言われていますが、1 月でも半袖の
ウェアでテニスが出来るんだから本当に暖かいです
ね。TTA 通信を読んでもらい、テニスに対する気持ち
も暖かくなっていただければ身も心も暖かくなれるん
ですけどね。

発行
発行月

豊田市テニス協会
平成 28 年 1 月
◆◆◆ TTA 通信に関するご意見・ご要望 ◆◆◆
office@toyota
office@toyotatoyota-ta.jp

