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■実施概要

【プロレッスン】

○日 時 12 月 30 日

○参加料 事前申込

【ジュニアレッスン】

○日 時 12 月 30 日

○参加料 事前申込

【PLAY＆STAY】

○日 時 12 月 30 日

○参加料 一律 2,0

※詳細はニッケコルトン

公式 URL: http//www

プロ
ニッケコルトンテニスガーデン、12 月 30 日に
式会社ニッケコルトンサービスが運営するニッケコルトンテニスガーデンでは、

ナビフェスティバル in ニッケ」を株式会社テニスナビと共同開催いたします。

バルはテニス愛好者とプロ選手が一緒にプレーし、テニスというスポーツを介して

を養い、子ども達に夢を与えることをテーマとして開催するイベントです。

ガーデンではプレーヤー志向のお客様が多く在籍しており、昨年実施した本イベン

とから本年も開催することといたしました。

ては、中高生から一般を対象とした「プロレッスン」、試合に出ている小学生から高

ュニアレッスン」のほか、ニッケコルトンテニスガーデンでも導入している低年齢ジュ

育成プログラム「PLAY＆STAY」（国際テニス連盟推奨）を実施いたします。

、井藤祐一プロ、岩渕聡プロ、鈴木貴男プロ、増田健太郎プロ、高尾恵利加プロ、宮

紀プロ、米村明子プロ、長塚京子プロの 9 名の予定です。

トンテニスガーデンは、身体に負担が少ない砂入り人工芝 5面を有する屋内テニス

上級者まで快適にプレーすることができます。

（木） 10：00～12：15 の部 50 名 ／ 13：15～15：30 の部 50 名

5,500 円 当日申込 6,000 円

（木） 16：00～17：30 30 名

3,500 円 当日申込 4,500 円

（木） 16：00～17：30 32 名

00 円

テニスガーデンのウェブサイトからご覧ください。

.nikkecolton-tennis.jp/index.html

イベント「テニスナビフェスティバル in ニッケ」を開催

≪本件に関する問い合わせ先≫

株式会社ニッケコルトンサービス

リーダー 松山隆夫

TEL：047‐370‐1199
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資 料

【参加プロ選手について】

○井藤 祐一プロ

1986 年 8月６日生、大阪府出身。

JTA ランキング：シングルス 9 位 ダブルス 4位。

2010 ニッケ全日本テニス選手権 シングルス 16 位、ダブルス 8 位。

○岩渕 聡 プロ

1975 年 10 月 7日生、神奈川県出身。

2009 ニッケ全日本テニス選手権を最後に引退。

2005・2006 ニッケ全日本テニス選手権 シングルス優勝。

2007・2008・2009 ニッケ全日本テニス選手権 ダブルス優勝。

○鈴木 貴男 プロ

1976 年 9月 30 日生、北海道出身。

JTA ランキング：シングルス 7 位、ダブルス 11 位。

2010 ニッケ全日本テニス選手権 シングルス 準優勝。

2010 ニッケ全日本テニス選手権 ダブルス４位。

2007 ニッケ全日本テニス選手権シングルス優勝

○増田 健太郎 プロ

1971 年 8月 26 日生、神奈川県出身。

ジャパン・デビスカップチームコーチ・オリンピック委員会強化スタッフ。

添田豪（JTA 1 位）のコーチとして活躍中。
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○高尾 恵利加プロ

1982 年 7月 5日生、千葉県出身。

JTA ランキング：シングルス 19 位 ダブルス 26 位。

2010 ニッケ全日本テニス選手権 シングルス 16 位、ダブルス 16 位。

2006 ニッケ全日本テニス選手権 シングルス優勝。

○宮崎 優実 プロ

1986 年 10 月 31 日生、熊本県出身。

JTA ランキング：シングルス 57 位、ダブルス 34 位。

2010 ニッケ全日本テニス選手権 単複出場。

○宮村 美紀 プロ

1971 年 8月 26 日生、神奈川県出身。

JTA ランキング：シングルス 27 位、ダブルス 18 位。

2010 ニッケ全日本テニス選手権 単・複出場。

○米村 明子プロ

1984 年 1月 25 日生、熊本県出身。

ＪＴＡランキング：シングルス 12 位、ダブルス 6 位

2010 ニッケ全日本テニス選手権：シングルスベスト 8、ダブルス出場。

≪PLAY + STAY のみにて≫

○長塚 京子プロ

1974 年 2月 2日生、千葉県出身。

1993・96 年 全日本テニス選手権シングルスベスト４。

1995 年全豪オープン４回戦進出。1995 年全仏オープン４回戦進出。

元世界ランキング 28 位。

森上 亜希子プロ・高尾 恵利加プロを育成した実績を持つ。

※JTA ランキングは 2010 年 11 月 30 日時点のものです。


