
2012 年度 JTA 伝達講習会（地域合宿）  

中国地域合宿 報告書      

                             中国テニス協会代表コーチ 平岡 康治 

日程  平成２４年９月１５日（土）、１６日（日）、１７日（月；祝） 

    １５日（土）９：４５集合 １０：００～２１：００ 

    １６日（日）９：００～１７：００ 

    １７日（月；祝）９：００～１６：００ 

会場  びんご運動公園（砂入り人工芝 インドア４面） 

宿舎  ふれ愛ランド（福山市自然研修センター） 

参加者 ＪＴＡナショナルコーチ 竹内 映二、 ＪＴＡ Ｓ＆Ｃコーチ 館崎 雅晴   

    中国テニス協会 津島 則之（理事長）、西村 覚（副理事長、ジュニア委員長）、 

屋葺 道信・川崎 佳香（事務局）   

    中国強化コーチ 柏井 正樹（島根）平岡 康治（広島）、小郷 正一（岡山） 

    中国 S&Cコーチ 高川 亜紀（広島） 

    県代表コーチ  乾  健作（島根）、武田 守弘（広島）、植田 雄章（岡山） 

            村川  洋（山口）、高木 利郎（鳥取） 

    県代表 S&Cコーチ 富田  遥（島根）、近藤 晋也（広島） 

    男子選手  阿部 称也（広島）、山浦 淳輝・安森  章・岡田 星翔（岡山）、 

福永 公平、竹市 竜司、紀村  樹（山口）、加藤 龍乃介、金井 智也（島根） 

女子選手  岡垣 穂香・山下 みなみ（岡山）、細木 咲良・平林 さち(島根)、 

酒井  凜（広島）、瀧下 菜歌・牛尾 成美（山口） 

 ＊中国テニス協会では最新ランキングの上位 8名を選手として選考している。 

  今年度は女子で欠員が出たので男子の補欠を 1名補充した。 

  

内容 

1５日 10:00 開会式 津島理事長 挨拶、柏井コーチよりスタッフ紹介・注意事項 

   10:15 地域 S&Cコーチ 高川コーチによるフィジカルウォームアップ 

   11:15 地域コーチによるテニスウォームアップ(ミニテニス、基本ラリー、サービス練習等) 

   12:00～13:00 昼食 

 13:00 クラブハウス会議室にてＪＴＡ講師紹介(竹内コーチ、館崎コーチ)、挨拶 

 13:15 講義Ⅰ 基本技術：竹内コーチ 

      正確に打つこと，そして正確に動くこと 

・正確に入る＋フットワーク 

・正確な打点 

・身体の使い方 コマのようにひねって力を蓄える，回転運動・体重移動・作用反作用を使って  

運動連鎖 

シングルスの戦術 

・基本戦術 ゲームとポイントをコントロールする 

・クロスとアングル  ・Ｘ攻撃 

サーブ 

・レディーポジションからトロフィーポーズまで 

     右手と左手の動く距離の違いを調整する。テイクバックでは手のひらは下を向いている。 



 

 

 14:00 ・オンコートⅠ：オンコートトレーニング（フィジカル） 

      W-up 基礎的な流れ 

      ストレッチ⇒フットワーク（館崎）     

      スタティックストレッチ 3種類（部位別から全身へ） 

１、肩⇒＋外、内腹斜筋（捻る）⇒＋フクラハギ 

２、広背筋⇒＋脊柱起立筋（側屈）⇒＋股関節内転筋（伸脚） 

３、大胸筋⇒＋ヒラメ筋（しゃがみ込む）⇒ハムストリングス（前屈） 

プレエクササイズ 

肩甲骨：スカプラローテーション 

股関節：フロントスイング、サイドスイング 

ダイナミックストレッチ（サイドライン（ダブルス）の長さ） 

伸脚：バックターン 

ランジ：フロントエルボータッチ 

ランジ：ツイストフロアータッチ 

フットワーク（スキップ） 

アジリティ（マーカー使用） 

       サイドステップ往復 

       ダッシュ⇒（反応）切り返しダッシュ 

  

 



 

    

14:45 ・オンコートⅠ：テニス 

・トレーニング＋ストローク 

・メディンスンボール投げ↓ 

・実際にボールを打つ時に生かす（引き足を禁止するためにステップインして打つのも含む） 

・ミニテニス，身体の使ってリズムを取る（グリーンボールを使って）。 

・ミニテニス，身体を使って強いボールを打つ（グリーンボールを使って）。 

・スプリットステップから次の動作を速く フットワークスピード 素早く動く、鋭く切り返す。 

・ミニテニス，Ｖの字ラリー１対１， 

一人は動かずにもう一人を左右に動かす（グリーンボールを使って）。 

・ミニテニス，２対１，一人はクロスクロスストレートと方向を変える，二人はクロスのみ打つ。 

 いろいろなバリエーションで。 

後ろからシングルスコートで，グリーンボールからイエローボールへ。 

  ・１対１でフルコート，一人はクロスクロスストレート，もう一人はクロスのみ 

   最初はグリーンボールでラリーをしっかり続ける。 

  ・Ｘ攻撃，後ろからクロスに深く打ち，２球目をコートの中に踏み込んでクロスに決め球を打つ。 

   バック＞フォア，フォア＞バック両方のパターンを球出しで行う。１球目を打った後に 

   スプリットステップを入れる。 

  ・Ｘ攻撃対戦型。一人がＸ攻撃，もう一人が１球目を受けて，２球目から勝負する。 

・トレーニング＋サーブ 

  ・メディンスンボール砲丸投げ レッグドライブ 

  ・ボールを 2 個持って、ショルダーオーバーショルダー 

・前からサーブ 

17:00 ・クーリングダウン ストレッチ（フィジカル） 

アクティブストレッチ（全身を大きく使うストレッチ、呼吸も上げる） 

スタティックストレッチ 3種類（W-upと同じ（W-up時よりは軽く伸ばす） 

 

14:00 下記の会議が合宿と同時に行われた。 

１）会議名  ＪＴＡ合同ジュニア委員会(スポーツ振興くじ申請事業) 

２）主な議題 議題 

下記の案に関する意見交換を行った。 



１．(新)JTAジュニア大会規程(案) 

２．(新)JTAジュニアランキング規程(案) 

３）対象者  地域内都道府県のジュニア委員長又は議題に対応できる方 

４）日 時  平成 24年 9月 15日（土）14時～16時 

５）場 所  びんご運動公園テニスコート管理棟研修室 

６）資 料  別紙 

７）派遣委員 富岡 好平 （JTAジュニア委員会常任委員：ジュニアランキング担当） 

西村 覚 （JTAジュニア委員会常任委員：大会環境・トレセン担当） 

 

17:15 宿舎への移動 

   18:00 夕食・入浴 

   19:15 ミーティング 

      ・講義Ⅱ：基本戦術： 竹内コーチ 

                     ゲームとポイントをコントロールする。  

               ・ミスをしない テニスはミスのゲーム 

   ・安全な場所に打って相手を動かす 

      ・安全過ぎて相手がどこへでも打てるところへ返球しない   

      ・相手にとって安全な場所を守る 

      ・相手に難しいところへ打たせる 

      ポイントのコントロールに磨きをかける。 

      ・相手より速いテンポで打つ 

      ・速く打つ   ・遅く打つ 

      ・ボールにスピンをかけてボールを重くする 

      ・深く打つ   ・高さを変える 

      ・球種を変える リズムを変える 

      ３つのゾーン 

      ・攻撃・守備・ニュートラルラリーの理解 

      サーブ 

      ・トロフィーポーズ ・レッグドライブ（足の蹴りあげ） 

      ・ショルダーオーバーショルダー（肩の入れ替え）ヒッティングポイント 

      ・レディーポジションからトロフィーポーズまで 

       テイクバックでは手のひらは下を向いている 

      ・フットポジションのチェック 



      ・トロフィーポーズ 

       両足の支え，身体の反り，頭の位置，肘の高さ 

      ・サーブを打った後，相手の攻撃に備える／攻撃を仕掛ける 

      ・サーブの後，ポイントを上手に取る方法。Ｘ攻撃，Ｖ攻撃 

      レシーブポジション 

      ・ファーストサーブに対して／セカンドサーブに対して 

      ・ストレートに返した場合の次のポジション／クロスに返した場合の次のポジション 

   20:15 講義終了 

   22:00 就寝 

 

 

１６日 06:30 朝のウォーキング・ジョギンング・ストレッチ等 

    07:00 朝食 

   08:00 移動 

09:00 ・オンコートⅡ：オンコートトレーニング(フィジカル) 

        W-up 初日からの応用（館崎） 

腹圧 Ex 

ドローイン：二―タッチ 

オルタネイトクランチ 

プッシュアップショルダータッチ 

スタティックストレッチ 3種類 ＋α 

鬼ごっこ（鬼の間抜け） 

フットワーク（ツイストを中心に） 

アジリティ（サイドライン（ダブルス）～センターライン） 

ダッシュ⇔サイドステップ 

ダッシュ⇔バックランなど 

       メディシンボールトレーニング：ストロークに向けて（館崎） 

タッグツイスト 

サイドスロー（正面） 

   09:45 ・オンコートⅡ：ストローク（テニス） 

       基本練習 

       ゴール：ダイナミックな打ち方の獲得と素早く動きながらも確実にヒッティングポジション  



       に入り，そのショットの質を持続すること 

 ・手だし・ノーバウンド・ノーステップで打つ。フォアバック両方。  

      ・手だし・ワンバウンド・ステップインで打つ。フォアバック両方。 

      ・グリーンボールを使って，ミニテニスし，リズムを取る。次にターゲットを狙って強いボールを

打つ，次に少し下がり，ベースラインの少し内側でラリーする。 

      ・上記の練習を，イエローボールを使って行う。ひねり戻し，ステップインの体重移動を使う。 

       3つのゾーンを意識したドリル 

      ・手だしのボールを後と横に交互に出す，後のボールはクロスに深く打ち，横のボールはダウンザ

ラインに打つ。 

      ・手だしのボールが横と前に交互に出る。横のボールはクロス，前のボールはダウンザライン。  

       後は守備，横はニュートラル，前は攻撃。フォアもバックも行う。 

      ・実際のラリーの中でポジションを変えて，3つのゾーンでのラリーを練習する。 

11:20 トレーニング＋サーブ   メディシンボールトレーニング：サーブに向けて（館崎） 

  ・メディンスンボール砲丸投げ レッグドライブ 

  ・ボールを 2 個持って、ショルダーオーバーショルダー  

・ プライオメトリクス：レシーブに向けて（館崎・竹内コーチ） 

各種ステップワーク・ジャンプ⇒バックラン 

シャドウサーブに対しての反応練習 

11:50 サーブとレシーブ（竹内コーチ） 

      ・レシーブ練習。サーバーがサービスラインの後１ｍ位からサーブし，それをレシーブする。  

     ・クーリングダウン（フィジカル） 

 



 

12:15  昼食・休憩 

13:15 ・オンコートⅢ：オンコートトレーニング(フィジカル)  

     パワーポジションについて（館崎） 

    壁を利用して，ダッシュ，腕振り，腕回し  

13:45 ・オンコートⅢ：サーブとレシーブ（テニス） 

   トレーニング＋レシーブ 

   ・リアクションスピード 反応とひねり 

   ・スプリットステップからの素早い飛びつき 

    ・その後の切り返し 

   コーチが手で球出ししそれを飛びついてキャッチする，ランダムも。 

  ・サーブレシーブ練習。ベースラインからサーブそれをレシーブする。 

  ・ドリル  ゴール：動きで負けない，ニュートラルボールを打つ。 

   ・手出しのボールを横に動いて打ち，コーンまで戻る。 

   ・最初の 2球は普通の距離横に出し，最後の 1球はより遠くに手で出す。1球ごとに戻り 

    コーンに触る。より遠いボールは深く打ち戻る時間を稼ぐ。フォアもバックも行う。 

   ・クロスラリーでコーンを置いて，打ったら必ずコーンをタッチする。 

    ５ポイントマッチでアップダウンする。 

   ・手出しで，バックハンドを横に動いて素振りをする，次にフォアに短いボールを出し， 

    踏み込んで速いタイミングで攻める練習。反対のフォア素振り，バックで踏み込んで打つも 

    同様に行う。 

   ・Ｘ攻撃対戦型。一人がＸ攻撃，もう一人が１球目を受けて，２球目から勝負する。 

   ・2対 1ラリー 一人はクロスクロスストレートと打ち分ける，二人はクロスに深く打つ。 

    最初はグリーンボールを使ってなるべくラリーを続ける，次はイエローを使って。 

   ボレーゲーム 

   ・4人でサービスボックスを使って，勝負する，横にも前にも打ってよい，強く打ってはいけない 

    ミスを 3回した人がダウン，斜めの人がアップする。ノーバウンドもＯＫ。 

   シングルス 

   ・2ゲームマッチ，勝った人はアップ，負けた人はダウン，1－1になったらジャンケン 

    

   17:00 ・クーリングダウン（フィジカル） 

C-down ストレッチ（館崎） 

スタティックストレッチ 3種類（W-upと同じ（W-up時よりは軽く伸ばす）） 

柔軟性チャック 

17:15 宿舎への移動 

  18:00 夕食・入浴 

     研修室が確保できなかったので夜のミーティングはなし。 

   22:00 就寝 

 

 

 



 

 

１７日 06:30 部屋のかたづけ、清掃 

    07:00 朝食 

   08:00 移動 

   09:00 ・オンコートⅣ：オンコートトレーニング（フィジカル） 

        W-up 初日からの応用（館崎） 

腹圧 Ex 

プッシュアップショルダータッチ 

スタティックストレッチ 3種類 ＋α 

プレエクササイズ 

 肩甲骨：スカプラローテーション 

 股関節：フロントスイング、サイドスイング 

アルティメット（フリスビー使用） 

フットワーク 

パワーポジション 

 正面跳びつき 

 斜め前跳びつき 

 振りかえりキャッチ 

メディスンボールトレーニング：ストロークに向けて 

 ローイング（ステップ入れて） 

 サイドスロー（正面） 

 

   9:45 ・オンコートⅣ：ストローク（テニス） 

       基本練習 

      ・手だし・ノーバウンド・ノーステップで打つ。フォアバック両方。  

      ・手だし・ワンバウンド・ステップインで打つ。フォアバック両方。 

      ・グリーンボールを使って，ミニテニスし，リズムを取る。次にターゲットを狙って強いボールを

打つ，次に少し下がり，ベースラインの少し内側でラリーする。 

      ・上記の練習を，イエローボールを使って行う。ひねり戻し，ステップインの体重移動を使う。 

      ・Ｖ字ラリー1対 1,一人は動かないでもう一人を左右に動かす。両サイドを交替で行う。 

   ・2対 1ラリー 一人はクロスクロスストレートと打ち分ける，二人はクロスに深く打つ。 



    最初はグリーンボールを使ってなるべくラリーを続ける，次はイエローを使って。 

      ・ネット越しの球出しで，2球打ち，1球目は深く，2球目は踏み込んでテンポを早くして 

       打ちこむ，クロスクロス，クロスストレートなど，フォアフォア・バックバック 

      ・Ｘ攻撃練習を球出しで行う。フォアバック，バックフォア両方。 

11:20 トレーニング＋サーブ   メディシンボールトレーニング：サーブに向けて（館崎） 

  ・メディンスンボール砲丸投げ レッグドライブ 

・ プライオメトリクス（パワーポジション）：レシーブに向けて（館崎・竹内コーチ） 

        スプリット⇔ツイスト，スプリット⇔跳びつき 

        シャドウサーブに対しての反応練習。 

  11:50 サーブとレシーブ（竹内コーチ） 

      ・レシーブ練習。サーバーがサービスラインの後１ｍ位からサーブし，それをレシーブする。 

       だんだん後ろからサーブする。 

     ・クーリングダウン（フィジカル） 

 

 

 

  12:15  昼食・休憩 

 13:15 ・オンコートⅤ：オンコートトレーニング  

     パワーポジションについて（館崎） 

     プライオメトリクス（パワーポジション）：スプリット⇔（振りかえり）跳びつき 

  13:30 ・オンコートⅤ：ダブルス（テニス） 

     サーブとレシーブ（竹内コーチ） 

      ・サーブレシーブ練習。サーバーがベースラインからサーブし，それをレシーブする。 

       イエローボールで。5分間でレシーブサイドを交替，10分でサーブレシーブを交替。 



  14:00 ・ボレー練習 

   ボレーゲーム 

   ・4人でサービスボックスを使って，勝負する，横にも前にも打ってよい，強く打ってはいけない 

       ミスを 3回した人がダウン，斜めの人がアップする。ノーバウンドもＯＫ。 

  14:15 ・ダブルス 

      ・ダブルスの 1タイブレークマッチでアップダウン。 

      ・ダングルス，サーバーの方が 2人，レシーバーは１人 

レシーバーは交代交代，サーバーは１ゲーム同じ人が打つ，サーブ側がネットに出る場合は 

アプローチ打った人だけ１人になる，逆にレシーバーがネットに出た場合は，アプローチを打っ

た人だけ１人と対戦。サーバーのペアーは始まるまでベースラインの後ろにいて始める。 

       どちらもシングルスコートを使う。 

15:15 ・クーリングダウン（フィジカル） 

       C-down ストレッチ（館崎） 

       スタティックストレッチ 3種類（W-upと同じ（W-up時よりは軽く伸ばす）） 

  15:30  閉会式 

     津島理事長、竹内コーチ、館崎 S&C コーチ  挨拶 

  15:45  スタッフ反省会 

 

 

 

 



 

 指導者の感想 

 

広島県代表コーチ 武田 守弘 

 この度，JTA伝達講習会に県代表コーチとして，参加させていただきましたことに深く感謝いたします．あり

がとうございました． 

テニスのコーチングに関して(竹内コーチ) 

今回は，技術的にはストロークやサーブの基本的な体の使い方(パワーポジション，捻り戻し)，

戦術では相手を振る，X攻撃をテーマに指導していただきました．技術面では基本を再確認すると

ともに，その重要性を再認識しました．また，グリーンボールを使うことで，この年代のラリーの

精度を把握でき，非常に有効であったように思います．3日間を通して，同じ内容を反復して練習

することで，技術や戦術の精度が向上してくるように思えました．しかしながら，イエローボール

ではまだまだ精度が低く，今後継続して練習する必要性を感じました． 

竹内コーチの指導には，選手に対する愛情を感じましたし，時には厳しさも見受けられました．

指導者として参考にすべきところが多く，勉強になりました． 

トレーニング指導に関して(館崎トレーナー) 

メディスンボールを用いた体の捻り戻しなどは目新しい内容ではありませんが，それがストロー

クときちんと結びつけるかというと，まだまだ課題を感じました．この合宿は，トレーニングと技

術指導がセットになっており，選手が動きを理解しそれを実践しやすく考えられています．しかし

ながら，身体の動きの確認直後は意識が高いものの，ボールを打ちスピードが出てくると，動きの

方はおろそかになっているように感じました．県に持ち帰って指導すべきところであると感じまし

た．  

 最後にこの合宿の開催にご尽力いただきました中国テニス協会の方々，指導をしていただいた竹内コーチ，館

崎トレーナー，地域コーチやトレーナーのみなさん，そして参加選手のみんなに厚く御礼を申し上

げます． 

 

鳥取県代表コーチ  高木 利郎 

竹内コーチの基本的かつ丁寧でパワフルな指導、舘崎トレーナーの分かりやすく、テーマに沿ってなおかつ身体に

く指導、ありがとうございました。 

基本の型（パワーポジションなど）をまずトレーナーが作ってゆき、オンコートにつながっていく流れが明確化さ

れて良かったです。 

ただ、その段階でパタッとさっきまで一生懸命やってきた型を忘れてしまう事がありました。そうなると普段（で

あろう）プレーに戻ってしまいます。例えば、ショートラリーでできていたフットワークがベースラインに下がると

棒立ちになってしまう、コースが決められた（お約束）練習の時はスプリットステップ、パワーポジション等ができ

ても、ランダムになると動けなくなってしまう… 

この隙間を丁寧に埋めていく作業が地道ですが必要だと感じました。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

岡山県代表コーチ  小郷 正一 

２０１２ JTA 地域合宿に参加して 

竹内 映二氏を講師に低年齢選手の指導についての大切さ、１２歳頃までは様々な動作が 



即座に身につくが、年齢が上がるにつれて身につく度合いが遅くなってくることから 

低年齢（１２歳前後までに）で基礎技術の習得から基礎戦術へと導く ・・・・・・・・ 

特にトレーニングを組み合わせての練習が私には興味がわいてくる内容でした。 

又、いろんな意味での、コントロールが興味心身でした。 

 

島根県代表   乾  建作    

皆様、3 日間の合宿お疲れ様でした。 

フィジィカルトレーニングについては、ウォーミングアップを含めてのトレーニングで、昨年同様、3 日間同

じメニューをこなすことによって、1 日目より 2 日目、2 日目より 3 日目と選手の動きに慣れて言った感じがし

ました。遊びを含んだとトレーニングを選手たちは楽しく行っているように見えました。館崎トレーナーからは、

パワーポジションが正確にできていないとのご指摘があったので、持ち帰ってしっかり指導しなければと思いま

した。 

講義では、戦術について学びました。テクニックが戦術に結びつくよう理解できるいい機会だったと思います。 

テニススキルでは、竹内コーチの説明はとてもシンプルで、わかりやすく、時には笑わせていただき、とても参

考になりました。 

テクニックが単なるテクニックに終わらず、ゲームをしっかり意識したテクニックにならないといけないこと

を学びました。 

毎回この合宿では、ＪＴＡのコーチ・トレーナーのアドバイスや説明の仕方等が学べて、自分自身の指導のス

キルアップにもつながり、とても感謝しております。 

最後に、この合宿を開催していただいた中国テニス協会のみなさん、指導をしていただいた竹内コーチ・館崎

レーナー、地域コーチやトレーナーの皆様、そして参加選手皆様に厚く御礼を申し上げます。 

 

山口県代表コーチ  村川 洋 

９月１５日～１７日の３日間、ＪＴＡナショナルコーチの竹内さん、Ｓ＆Ｃ(トレーナー）の 館崎さん 

中国ＴＣの高川トレーナーをはじめ各県ジュニア委員の方々には大変お世話になりました。 

昨年は山口県から 男子１人参加でしたが、 今年は男女合わせて、１６人中 ５人と多くの参加選手でした。 

今回はＪＴＡからの練習メニューを（パワーポイントを含む）頂き、これは持ち帰って正確に伝達出来るので 

非常に有り難いことでした。 

・１２才～１４才の代表的な目標 

・基礎技術として １）正確に打つこと、 ２）正確に動くこと、３）正確なフットワーク、 ４）正確な打点、

５） 回転をしっかりかける事、（館崎トレーナーの細かいフットワークの仕方、ボールとの距離感の問題） 

・３つのゾーン（攻撃・守備・ニュートラルラリーの理解） この年齢はネットにつく事を殆ど翔としないか  

かコーチがノウか、偶々短いボールが来たので前に出て行くくらいでしたので、練習の時に出て行くボールを

作るのに有効。 

・ＪＴＡコーチの２人には一人々丁寧にご指導頂いてジュニアは分かり易かったと思います。 

＊出来れば、最終日は試合をもう少し入れ、習ったことの実践がどれだけ出来たか観たかったです。 

＊近年各ジュニアの団体は合宿や交流戦を県ジュニア委員会主催より別に多く開催している傾向に  

有るので、この事業内容を有効に活用出来るよう努力したいと思います。（丁度９月２３日テニスの日）のイ

ベントの時、少しでも紹介したいと考えています） 

＊今年も合同練習以外の宿舎で、我々の指導不足も有りましたが、選手の自覚も足りなく（２２時消灯・就寝） 

 にも拘らず、要領よく就寝時間に消灯しているが、起きていて会話をする者や寝床は２段ベッドなのに 

 それ以外のところに布団を敷き、しかも敷布を全く使用せず（初日部屋割り時に、敷布３種類取って 



 行くように指示していたが守られていない男子全員に敷布を取りに行き、着用し２段ベッドで寝てもらった） 

   ：今回選手全員が新山口駅に到着した時 迎えの家族全員へ宿舎での出来事を伝え 選ばれた選手 

なのだから、トップジュニアとして他の選手の手本と成るよう自覚を持って行動して欲しいと伝えました。 

＊要望としては少しお金は掛かるが部屋を男女もう１部屋ずつ確保してはどうでしょうか。（根本的な 

解決にはなりませんが、 ８～９人より ４～５人で各部屋責任選手を決め就寝時刻ほか報告の 

義務ずけを行わせる） 

以上 

 

島根県代表トレーナー 富田 遥 

県代表トレーナーとして指導者講習会に参加させて頂きありがとうございました。講習会に参加させて頂き

様々なことを学ぶことができました。 

練習・トレーニング内容では、段階を踏んだ X攻撃の練習やメディシンボールやコーンで身体の使い方を確認

してから練習を行うなど、身体と頭で理解できるような練習だったため、わかりやすく参考になりました。また、

新しいトレーニングも知ることができ、勉強になりました。 

休憩時間に練習をしているジュニアがいれば、早くコートに行き指導されていたり、始まる前に練習の準備が

できているか顔のチェックをさせてみたりと細かな部分ではありますが、やる気に応えたり、やる気を起こさせ

ることも指導者として大切だと思いました。 

また、各県の代表コーチ・トレーナーの方々からも参考になるお話を聞かせて頂くことができ、大変勉強にな

りました。 

今回学んだことを次につなげ、島根県テニス界・中国テニス界を引っ張っていけるトレーナーになれるよう頑

張りたいと思います。 

JTAの竹内コーチ、館崎トレーナーを始め、中国テニス協会、各県テニス協会の皆様ありがとうございました。 

 

広島県代表トレーナー 近藤晋也 

普段は柔道整復師、鍼灸師として院内で働いております。トレーナー活動は未知の部分が多く今回の合宿で見

聞きし体験したことはすべてが新鮮で、どの瞬間もが初めての経験でした。 

 館崎トレーナーの指導を三日間拝見させていただき、時には体験させていただきました。ストレッチの時でも

単純な動きだけでなく動きを付けたり、同時にバランスや体幹を意識させるなどの工夫をして刺激を入れ、集中

力を高め笑顔を引き出しておられました。 

普段はあまり股関節のストレッチをしていないため、二日目には股関節の痛みを訴える選手が多くおりました。

股関節の硬さは腰痛を起こしますし、硬いままだと大きな力を発揮できません。股関節のストレッチの重要さ、

足りなさを感じました。 

トレーニングではその後行う練習につながるように意識されてメニューを組んでおられました。 

ストローク練習前にはメディシンボールを使って、体幹のひねりと股関節の動きを意識して大きな力を生み出

せるようにトレーニングをされておられました。 

サーブの前には地面からの力を上に伝えることが自然とできるように、リターン練習の前には反応からの飛び

つきと細かなステップ練習をされておられました。 

しかし、いざラケットを用いた練習になった時にトレーニングしたことが生きていない選手もいました。その

時にもう一度トレーニングメニューに戻れば選手にも理解してもらいやすいのではないかと思いました。 

とは言うものの、まだ若い選手たちには楽しみながらトレーニングをしてもらうことや、トレーニングが自然

と技術の向上につながって行くように工夫することがトレーナーの役割なのだろうなとも思いました。 

テニスは技術が占める割合が多い競技なので、トレーニングがおろそかになりがちです。 



大きくなったときに本当に強いパワーが出せるように体の使い方を今のうちに覚えることが大切です。また、運

動能力を伸ばすということも大切で、他の競技をすることや単純に走ること、自然の中で体を使って遊ぶことも

必要なのではないでしょうか。 

選手たちはこれからますます地域の代表としての合宿や交流会、試合が増えてきます。テニス関係者以外の方

にもお世話になる機会も増えることでしょう。自分のためだけでなくテニス界のためにもマナーの向上や社会の

ルールを守ることを学んでもらい、日本を代表する皆から愛される選手になって欲しいと思います。 

合宿中、大きな怪我がなかったことはとてもよかったと思います。 

三日間ありがとうございました。  

竹内コーチ、館崎トレーナーを始め中国テニス協会、各県テニス協会の方々に お礼申し上げます。 

 

 

 

＊講習の様子を撮影したＢＤは中国テニス協会に保管されています。 

 


