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コーチコーチコーチコーチ    

（所属クラブ）（所属クラブ）（所属クラブ）（所属クラブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

木下コーチ木下コーチ木下コーチ木下コーチ    

きのしたコーチきのしたコーチきのしたコーチきのしたコーチ    

（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）    

日本体育協会スポーツ指導員(ﾃﾆｽ) 

長野県テニス協会公認指導員 

日本スポーツ少年団認定員 

吉塚コーチ吉塚コーチ吉塚コーチ吉塚コーチ    

よしづかコーチよしづかコーチよしづかコーチよしづかコーチ    

（ＣＬＵＢ（ＣＬＵＢ（ＣＬＵＢ（ＣＬＵＢ    Ｔ＆Ｇ）Ｔ＆Ｇ）Ｔ＆Ｇ）Ｔ＆Ｇ）    

日本体育協会スポーツ指導員(ﾃﾆｽ) 

長野県テニス協会公認指導員    

血液型 Ｏ型 O 型 

誕生星座 ふたご座 おうし座 

出身地 生まれは飯田市、県内転々 大阪府 

使用ラケット スリクソン REVO 3.0 プリンス O3 XF SPEED PORT RED 

得意なショット 

プレースタイル 

バックハンド 

ネットプレー（ボレー、スマッシュ） 

あきらめない．何でも返す．とにかく頑

張る！ 

テニス開始時期 大学 2 年 中学１年 

やっていたスポーツ 野球、スキー スキー 水泳 

その他の趣味、特技 クラシック音楽を生で聴くこと 

（いかにも意外って感じでしょ） 

早起き（5 時には起きています） 

映画鑑賞 ガーデニング 

好きな食べ物 パスタ全般、さんま定食 もちお好み焼でしょ 

メッセージ テニスは上手になるのに大変時間がか

かります。ここで気楽に始め、末永く

親しんでください。他のスクールに行

ったり、すごく上手になっても、忘れ

ずに、いつでも来てください。とにか

く楽しく、楽しく！ 

やっぱテニスは楽しまなくっちゃ！ 

をモットーに皆さんがテニスを大好き

になって下さるようがんばりま～す 

一緒に土曜日の朝を満喫しましょう 

 

 

木下から紹介 一般向けスクールもおかげさまで順調

に立ち上がりました。そろそろジュニ

アに専念したい。退職後もやってるの

かな？ 

雑学家です。色々なこと聞いてみてく

ださい。 サッカー見るの、外国の人

と仕事するの大好きです。意外に本業

の仕事も頑張ってるんですよ！ 

ずっとずっとお誘いして、ようやく来て

くださった待望のコーチです。長野県女

子ダブルスのトップランカーです。 

 

 



コーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小池コーチ小池コーチ小池コーチ小池コーチ    

こいけコーチこいけコーチこいけコーチこいけコーチ    

（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）    

 

小口コーチ小口コーチ小口コーチ小口コーチ    

おぐちコーチおぐちコーチおぐちコーチおぐちコーチ    

（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）    

    
日本体育協会スポーツ指導員(ﾃﾆｽ) 

血液型 Ｂ型 Ａ型 

誕生星座 おうし座 いて座 

出身地 諏訪市 岡谷市 

使用ラケット ダンロップ ダンロップ ＬＩＭ 

得意なショット 

プレースタイル 

相手の取りづらいところに打つ！ リターンダッシュ 

テニス開始時期 大学 1 年 小学校高学年 

やっていたスポーツ 野球、サッカー 諏訪湖でボート・白馬でスキー 

その他の趣味、特技 ボーリング 渓流ルアーフィッシング 

好きな食べ物 ラーメン 鯖塩焼き定食 

メッセージ テニスの楽しさを感じてもらいたい。 

また、スポーツを通して団体行動の基

礎と、仲間の大切さを学んで欲しい。 

心掛けは、「明るく、楽しく、上手に

なろう」。 

テニスは競技スポーツです。上達す

ることの楽しさを伝えたいと思いな

がらコーチしています。 

生徒の皆さんにも、今の自分より少

し上手な友達を追い越してやろうと

いう気持ちで取り組んでくれること

を期待しています。 

木下から紹介 イケメンコーチの一人。ボーリングも

サッカーも現役です。テニスはお手本

となるフォームで打ちます。参考にし

てください。時々、二日酔いで来られ

なくなる時があります。 

 

この人もイケメンコーチの一人。今

や２児のパパになりました。今年か

らスポ少に入ったお子さんを伴って

来ています。フォア、バック両方と

もダブルハンドなのはスポ少（岡谷）

から始めたから？ 

岡谷に引っ越しても、このスクール

開講で、また来てくれるようになり

ました。最近は、本業の方が相当忙

しく、責任が重くなっています。 



 

コーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山コーチ畠山コーチ畠山コーチ畠山コーチ    

はたけやまコーチはたけやまコーチはたけやまコーチはたけやまコーチ    

（さゆりちゃんクラブ）（さゆりちゃんクラブ）（さゆりちゃんクラブ）（さゆりちゃんクラブ）    

 

横手コーチ横手コーチ横手コーチ横手コーチ    

よこてコーチよこてコーチよこてコーチよこてコーチ    

（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ））））    

 

日本体育協会スポーツ指導員(ﾃﾆｽ) 

血液型 O ？型 

誕生星座 山羊座 やぎ座 

出身地 長野県 広島県 

使用ラケット Slazenger TypeIINX Four ヨネックス 

得意なショット 

プレースタイル 

バックハンドストローク、ベースラ

インプレーヤー 

トップスピンフォアクロス 

テニス開始時期 23 歳くらい 1996～ 

やっていたスポーツ 野球、ソフトボール、卓球 雪合戦菅平大会 第三位  

飯綱大会 ベスト 8 

その他の趣味、特技 最近台湾ドラマにはまってます 海外旅行 

好きな食べ物 すし、焼肉、パスタ トマトジュース 

メッセージ テニスは奥が深いです。 

そして本当に楽しいです。 

まだまだ上手くなれますよ。 

一緒にもっと先まで進みましょう。 

「この世のすべてに終わりがあって 

 人生にも試合にも終わりがあって 

 いつと知ることはできなくても 

一日一日 

一球一球 

 かならず確実にその終わりに近づいて

いるのだと 

 だからきらめくような生命をこめて 

 本当に二度とないこの一球を 

 精いっぱい打たねばならいのだ…」 

by  宗像 仁 

木下から紹介 技術屋コーチばかりの中にあって、

唯一の営業スタッフとして国内外

を飛び歩いています。でも、実は最

も優秀な理科系人間と思われます

が・・・。将来の役員候補と期待し

ます。残念ながら現在中国赴任で休

みです。 

最若手コーチもついに結婚。最近は

海外出張も多く、プライベートでも

相当マニアックな国に出かけていま

す。そのあたり質問してみてくださ

い。フォアのトップスピン、ダブル

ハンドバックはお手本です。よく見

て参考にしてください。特にラケッ

トの先の回し方。 

  



 

コーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩原コーチ塩原コーチ塩原コーチ塩原コーチ    

しおはらコーチしおはらコーチしおはらコーチしおはらコーチ    

（グレープテニスクラブ）（グレープテニスクラブ）（グレープテニスクラブ）（グレープテニスクラブ）    

上田コーチ上田コーチ上田コーチ上田コーチ    

うえだコーチうえだコーチうえだコーチうえだコーチ    

（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）    

 
日本体育協会スポーツ指導員(ﾃﾆｽ) 

血液型 B 型 Ｂ型 

誕生星座 水瓶座 さそり座 

出身地 塩尻市洗馬 大阪府 

使用ラケット ヨネックス  

アルティマム RD チタン 80 

ヨ ネ ッ ク ス  ISOMETRIC PRO 

SUPER MID 

得意なショット 

プレースタイル 

サーブ＆ボレー ﾎﾞﾚｰ、ﾛﾌﾞ ミスが少ないﾌﾟﾚｰを目指し

ています。 

テニス開始時期 28 才 ２０年前 

やっていたスポーツ 野球 軟式テニス（中学時代） 

その他の趣味、特技 米作りと果樹の剪定 旅行 

好きな食べ物 酒 蕎麦 

メッセージ 数やればうまくなる！ 

練習の繰り返し！ 

練習を通じて技術を向上し、さらにテニ

スを楽しめるようになって欲しいと思

います。 

木下から紹介 テニスセンス抜群です。すべてのショ

ットを参考にしてくださいね。 

戦うのが嫌になるくらいのテクニシャ

ン、戦術家。リラックスして繰出すすべ

てのショットに注目ください。 

 



 

コーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原コーチ原コーチ原コーチ原コーチ    

はらコーチはらコーチはらコーチはらコーチ    

（（（（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ））））    

    

風張風張風張風張コーチコーチコーチコーチ    

かざはりかざはりかざはりかざはりコーチコーチコーチコーチ    

（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）    

 

血液型 A 型 B 型 

誕生星座 射手座 さそり座 

出身地 長野市 青森県 

使用ラケット Babolat AeroProDrive バボラ ピュアドライブ 

得意なショット 

プレースタイル 

サーブ スマッシュ ストローカー 

テニス開始時期 16 歳 高校 1 年生 

やっていたスポー

ツ 

野球、水泳、囲碁 バドミントン・軟式テニス 

その他の趣味、特技 スポーツ全般、温泉 絵画・音楽鑑賞・映画鑑賞 

好きな食べ物 肉料理全般、大根おろし レバー・和菓子以外なら結構何でも好き 

メッセージ 多くの人にテニスの楽しさを知って貰

うために頑張ります。テニスは本当に

楽しいです！！ 

まだまだ、他人に教えられる実力では

ありませんが、一緒にテニスを楽しみ

ましょう！！ 

「好きこそものの上手なれ」 

好きなものや好きなことって自分からし

たくなってしますよね。 

まずはテニスを好きになって貰うところ

から徐々に上達して貰いたいと思いま

す。 

「明るく・楽しく・元気よく！」 

楽しみながら一緒に頑張っていきましょ

う！ 

よろしくお願いします。 

木下から紹介 一番若手のしかもイケメンコーチで

す。若さあふれるストローク、スピン

サーブ、参考にしてください。朝はち

ょっとつらいですが、頑張ります。 

待望のバリバリ体育会女子。現役で試合

にもどんどん出て行きます。全国大会に

出してあげたいんです。応援してくださ

い。 

 



コーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹本竹本竹本竹本コーチコーチコーチコーチ    

たけもとたけもとたけもとたけもとコーチコーチコーチコーチ    

（（（（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ））））    

    

鶴田鶴田鶴田鶴田コーチコーチコーチコーチ    

つるたつるたつるたつるたコーチコーチコーチコーチ    

（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）（ＥＰＳＯＮ広丘テニスクラブ）    

 
血液型 大ざっぱの O 型 ＡＢ型 

誕生星座 ひつじ年生まれのおひつじ座 うお座 

出身地 大阪 東京都西東京市(東京の外れの方です！)  

使用ラケット ブリヂストン Prince diabro mid 

得意なショット 

プレースタイル 

昔はサーブ＆ボレー、最近は…何だ

ろ？ 

フォアで回り込んでの逆クロス！ 

テニス開始時期 1992 年 中学校入学時より 

やっていたスポー

ツ 

野球・ラグビー サッカー,野球, 

その他の趣味、特

技 

ウエイトトレーニング、(遅いですが)

マラソン、(弱いですが)将棋 

JA 塩尻そば早食い大会 優勝 

フットサル 

好きな食べ物 焼鳥・刺身・ビール・甘いもの ゴーヤチャンプル 

メッセージ ちょっとテニスでも始めてみるか…

と思い、軽い気持ちで始めてから早や

20 余年。我ながらここまでハマるとは

思いませんでした。 

 ボールがきれいにラケットに当たっ

た時の気持ち良さ、狙ったところに打

てた時の楽しさ、そして家族や友人と

一緒に楽しくテニスができる素晴らし

さ…。私がテニスを始めた頃に味わっ

たことを、皆さんにも味わってもらえ

れば…。そのお手伝いが少しでもでき

ればと思います。 

まだまだ未熟者ですが、皆さんと楽しく一

生懸命に練習して一緒にレベルアップして

いければと思います。 

よろしくお願いします。 

木下から紹介 これまでのコーチにいなかった、ムキ

ムキ、ちょっと強面ですが、指導への

情熱は人一倍、親身になって指導して

くれます。基本に忠実なテニス参考に

してください。几帳面さは一番頼りに

なります。誰と比較するわけではない

ですが・・・ 

待望の若手コーチです。見てください、こ

の真黒な姿、バリバリの現役、シングルス

もダブルスも頑張ります。レフティーの生

徒さん、参考にしてください。そっか、AB

型なんだ、初のタイプ。 



 


