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13 The 27th Tennis Japan League

男子チーム紹介 （レッドブロック）

Team: 三菱電機  三菱電機株式会社　〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3Team since: 

■部長
ヨシマツ ヒロキ
吉松　裕規
常務執行役 取締役 
経理部長
Alma Mater:

■コーチ
イシザキ ジュンイチ
石崎　淳一
北海道支社

Alma Mater: 慶應義塾大学

■部長代理
マツオカ ノブユキ
松岡　信幸
 三菱電機エンジニアリング株式
会社
Alma Mater: 玉川大学

■コーチ
ツボタ ヤスユキ
坪田　泰幸
名古屋製作所 営業部

Alma Mater: 関西学院大学

■総監督
エンドウ ジュン
遠藤　淳
三菱電機インフォメーションテクノロジー株式
会社 セキュリティソリューション技術第一部
Alma Mater: 筑波大学

■監督
マメタニ トモハル
豆谷　智治
ルネサスエレクトロニクス株式会社

Alma Mater: 京都工芸繊維大学

一昨年の準優勝から昨年度BEST4 と優勝にあと一歩の状況が続いています。全社で
1000人以上のテニス部員を抱え、その代表である日本リーグチーム　ファルコンズは
大応援団を背に必ずや優勝を勝ち取りたいと思います。
応援よろしくお願い致します。
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杉田　祐一スギタ ユウイチ
■ JTA Ranking : 4 位（シングルス）　Professional
■ Birthplace :  宮城県
■ Alma Mater : 湘南工科大学付属高校／早稲田大学（在学中）
■Record : ’12 全豪オープン予選　２回戦
 ’12 全英オープン予選　２回戦
 ’12 全米オープン予選　出場
■Plays : ハイパーストローク

大出　康仁オオデ ヤスヒト
■ JTA Ranking : 575 位（シングルス）　
■Birthplace : 神奈川県
■ Alma Mater : 中央大学
■ Record : ’08 雲仙国際トーナメント　単　優勝
 ’10 全日本選手権出場
 ’11 全日本選手権出場
■Plays : 長崎の星

田川　雄介タガワユ ウスケ
■ JTA Ranking : 　
■ Birthplace : 兵庫県
■ Alma Mater : 関西学院大学
■Record : ’05 関西学生テニス選手権　単　優勝
 ’06 全日本テニス選手権　複　ベスト１６
 ’07 東北オープン　複　準優勝
■Plays : マッスルパワースピン

駒田　和也コマダ カズヤ
■ JTA Ranking : 　Rookie
■ Birthplace : 大阪府
■ Alma Mater : Western Michigan University
■ Record : ’04 世界スーパージュニア　単複　出場
 ’05 全日本室内ジュニア選手権　単　ベスト１６
 ’08～ ’10 NCAAテニス選手権　団体　出場
■Plays : アメリカンスマートテニス

関口　周一セキグチ シュウイチ
■ JTA Ranking : 10 位（シングルス）　Professional
■ Birthplace : 神奈川県
■ Alma Mater : 美川特区アットマーク国際高等学校
■Record : ’12 インドフューチャーズ（F2）　準優勝
 ’12 ベトナムフューチャーズ（F2）　優勝
 ’12 タイフューチャーズ（F1）　ベスト４
■Plays : オールラウンド

毛利　真樹モウリ マサキ
■ JTA Ranking : 　
■ Birthplace :  兵庫県
■ Alma Mater : 関西学院大学
■Record : ’02 関西学生テニス選手権　単　優勝
 ’04 関西学生テニス選手権　複　優勝
 ’04 全日本学生テニス選手権　単　ベスト３２
■Plays : 噂の逆クロス

■ Comment : 
世界ランキング自己最高を更新中。押しも押されぬ三菱電機ファルコンズのエースは日本の
期待の星。
ハイパーストロークが更に安定度を増した。日本リーグでは必ず全勝で初優勝に貢献してく
れるはずです。こうご期待！

■ Comment : 
ビッグサーブと意味不明の動きで相手を翻弄。
予測できないショットと動向は大きな武器。
安心と信頼のプレー期待します。
今年は副将としてのチーム牽引にも大きく貢献してください。

■ Comment : 
ウエイトトレーニングで筋力UP。筋肉小僧。
体は大きくなっているが相変わらずのすばしっこい動きは健在。
ちゅるちゅるスライスショットとぐりぐりスピンで全勝してください。
大いに期待しています。

■ Comment : 
アメリカ帰りの期待の新人。なんでもできるオールラウンドプレーヤー。
チームキャラクターのファル君と容姿がそっくり。
チームに新風を吹き込んでください。

■ Comment : 
今年 2 年目。フューチャーズ初優勝を飾るとともに、ランキングも上昇中。
日本リーグ全勝でチームを優勝に導いてくれるはずです。
素早いコートカバーリングと力強いストロークが魅力。
ご期待ください。

■ Comment : 
今年もキャプテンとしてチームを引っ張ってください。
最近は後輩にいじられることが増えましたが、それもいい雰囲気になっています。
キレのあるプレーと決まった時のパフォーマンスも期待しています。
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