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13 The 26th Tennis Japan League

男子チーム紹介 （レッドブロック）

Team: エキスパート パワー シズオカ 株式会社エキスパート パワー シズオカ　〒410-0054 静岡県沼津市北高島町 21-1Team since: 2007

■部長
 タムラ ヒロシ
 田村　津
 イカイ取締役副社長
兼ＥＰＳ取締役社長
Alma Mater: 法政大学

■マネージャー
 タナカ ノリマサ
田中　範昌
 

Alma Mater: 青山学院大学

■総監督
トサヤ ヒトシ
土佐谷　等
 イカイ取締役専務

Alma Mater: 国立鳥羽商船高等専門学校

■監督
ゴトウ マサヒロ
後藤　匡宏

Alma Mater: 日本体育大学

■トレーナー
タカハラ ジュンペイ
高原　純平
 

Alma Mater: 日本大学

チームの結束力はどこにも負けない、非常に楽しいチームです。
ここまで自由すぎる部があるのかと思いますが、あるのです。
昨年は４位になったので、今年こそ静岡に優勝旗を持って帰れるよう頑
張ります。応援宜しくお願い致します。
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 Ｍｉｃｈａｅｌ Ｙａｎｉマイケル ヤニ
■ ATP Ranking : 180 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace : アメリカ
■ Alma Mater :  
■ Record : ’11ＵＳＯＰＥＮ　出場
 ’11ロジャーズマスターズ　出場
 ’11キャンベル殿堂テニス選手権　ベスト８
■Plays : ごく普通

 權　伍喜クォン オヒ
■ JTA Ranking : 24 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace :  韓国
■ Alma Mater : 近畿大学
■ Record : ’08イザワクリスマスオープン　単　準優勝
 ’08 全日本テニス選手権大会　単　準優勝
 ’08インドネシアＦ３　単　優勝
■Plays : 恐怖＆魅惑のスライス

森　智広モリ トモヒロ
■ JTA Ranking : 102 位（シングルス）　
■Birthplace : 神奈川県
■ Alma Mater : 法政大学
■ Record : ’07 全日本テニス選手権大会　複　準優勝
 ’10 関東オープン選手権大会　複　優勝
 ’11 毎日テニス選手権大会　複　優勝
■Plays : キレの悪い紅の豚

古川　隼士フルカワ ハヤト
■ JTA Ranking : 833 位（シングルス）　Professional
■ Birthplace : 東京都
■ Alma Mater : 堀越高等学校
■Record : ’03 全日本テニス選手権　単　ベスト１６
 ’03 全日本テニス選手権　複　ベスト８
 ’03日本リーグＭＶＰ獲得
■Plays : 娘にデレデレ

Frederic Niemeyerフレデリック ニーマイヤー
■ JTA Ranking : 　Professional　
■ Birthplace : カナダ
■ Alma Mater : テネシー州立大学
■Record : 北京オリンピック　カナダ代表
■Plays : イケイケでノリノリ

仁木　拓人ニキ タクト
■ JTA Ranking : 10 位（シングルス）　Professional　Rookie
■ Birthplace : 茨城県
■ Alma Mater : 立命館大学在学中
■Record : ’10 全日本テニス選手権大会　単　ベスト４
 ’11 昭和の森フューチャーズ　単　優勝
 ’11カザフスタンフューチャーズ　単　準優勝
■Plays : 大食いマシーン

 西尾　隆信ニシオ タカノブ
■ JTA Ranking : 78 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace :  東京都
■ Alma Mater :  シラーアメリカンアカデミー
■Record : ’09 信州上田オープン　単　優勝
 ’11グアムＦ１フューチャーズ　複　ベスト４
 ’11 山梨須玉オープン　単　優勝
■Plays : チョリース

 小野田　倫久オノダ ミチヒサ
■ JTA Ranking : 155 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace : 静岡県
■ Alma Mater : 近畿大学
■ Record : ’02アジア大会　団体　金メダル
 ’08 JTT 埼玉オープンテニス選手権大会　優勝
 ’08 全日本テニス選手権大会　ベスト３２
■Plays : 天才貴公子

後藤　匡宏ゴトウ マサヒロ
■ JTA Ranking : 　
■ Birthplace : 千葉県
■ Alma Mater : 日本体育大学
■Record : ’10 静岡県ダブルス選手権大会　ベスト４
 ’10 静岡県選抜ダブルス選手権大会　ベスト４
■Plays : 適当 &ノープラン

■ Comment : 
世界で培ってきたプレーは健在。遥々海を越え、日本に上陸する。今年のチームの大黒柱
になってくれればありがたい。完全神頼み。エースの底力とくとご覧あれ。

■ Comment : 昨年同様、今年も恐怖のスライス祭りの幕開け。相手の体力を奪い、すかさ
ず類稀なる数々のショットを駆使して攻撃し、自分も疲れる。体力が続く限り、観客を魅了
すること間違いなし。

■ Comment : 昨年はミスター半面の異名のごとく、チームに多大な貢献をしたミスター。今年
は、ミスター半面から紅の豚に変身。徐々に守るゾーンが年々狭くなりつつあるが、持ち前の
ぜい肉の下にある腹筋と腕っ節で、今年も勝利を量産して、ご褒美のデザートを食べつくせ。

■ Comment : 娘が産まれやる気に満ち溢れているパパプレーヤー。ＭＶＰを獲得した時を、
思い出し、娘の前で勝利を収めることが出来るのか？その前に、家族が応援に来てくれるこ
とを祈る。

■ Comment : 長身を生かし、スーパーサーブ炸裂すればいいが、最近動きのキレが悪く、
諦めが早い。いかにブレークをし、試合進行を早められるかが重要。今年は、どんなプレー
を見せてくれるか。お楽しみに！！

■ Comment : 日本リーグ初参戦。ついに眠れる胃袋が目覚めるとき。体力・スタミナを胃袋
から吸収し、強靭な肉体でリーグに望む。勝利を重ねるたびに、食べる量を増やし、終わ
る頃にはどうなっているのか？乞うご期待！！

■ Comment : 今年はグアムに遊びに行ったと思ったら、気づけばATPを持って帰ってくる
というまさかの展開がまっていた。それに調子づきフューチャーズに出まっくているが、ポイ
ントが取れないというアクシデント。しかし今年は何かが違う。とりあえず、頑張れー。

■ Comment : ルックスだけでもいいのに、プレーでは天才と称された逸材。ついにファンク
ラブが結成されてしまうのではと心配ではあるが、観客が盛り上がること間違いなし。天才
貴公子をご覧あれ。

■Comment : 休憩をこよなく愛する監督兼プレーヤー。いざコートに立てば、一撃必殺ショッ
トが炸裂。が、飛距離が出すぎて、稀にバックスクリーンに入ることもある。今年は、出場
するかはわからないが、出場すればきっと何かが起こるはず。乞うご期待。
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