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14  The 27th 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: 2006

■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

昨年度の日本リーグでは、6位と健闘しましたが、今年のチームは一味
違います。チームメンバーを多国籍に変更し、昨年以上の結果を狙いに
行きます。今年も応援宜しくお願い致します。
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Vasek Pospisilバシェク ポスピシル
■ ATP Ranking : 103 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace : カナダ
■ Alma Mater :  
■ Record : カナダデﾞ杯代表
■Plays : アッサリ

 Ｍｉｃｈａｅｌ Ｙａｎｉマイケル ヤニ
■ ATP Ranking : 233 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 : ドロドロ

 Mark Nielsenマーク ニールセン
■ JTA Ranking : 32 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace :  ニュージーランド
■Alma Mater : キングスカレッジ
■Record : ’11JTTアオノオープン　単　優勝
 ’11 石川オープン　単　準優勝
 ’11JTT 埼玉オープン春季クラシック　単　優勝
■Plays : ムキムキ

 權　伍喜クォン オヒ
■ JTA Ranking : 52 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 : シャリシャリ

松尾　友貴マツオ ユウキ
■ JTA Ranking : 58 位（シングルス）　Professional
■ Birthplace : 大阪府
■ Alma Mater : 青森山田中学校
■Record : ’10 全日本テニス選手権大会　単　ベスト１６
 ’11 軽井沢フューチャーズ　単　ベスト８
 ’12 軽井沢フューチャーズ　複　準優勝
■Plays : ゴリゴリ

森　智広モリ トモヒロ
■ JTA Ranking : 468 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 : ぷよぷよ

黎　明リー ミン
■ JTA Ranking : 470 位（シングルス）　Professional
■ Birthplace : アメリカ
■ Alma Mater : 日本大学
■ Record : ’10 Chinese Recreational Clab（香港）　単　優勝
■Plays : サクサク

 西尾　隆信ニシオ タカノブ
■ JTA Ranking : 70 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 : グリグリ

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 : ポニョポニョ

■ Comment : 今年の優勝請負人参上。前回はデﾞ杯で重なり出場できなかったが、今年は、
昨年の鬱憤を晴らすプレーで観客釘付け。かもしれないが、若さあふれるプレーで全勝頼む。
エースの貫禄をとくとご覧あれ。

■ Comment : 
今年は、昨年出場できなかった分暴れまくります。
たぶん・・・・・・・。

■ Comment : 
昨年はイカイでプレーしたが、今年はエキッパでの初参戦。もうリーグ歴も長く経験値が高
い。今年も決勝ラウンドへ行くためにフル参戦。勝利の雄たけびを響かせろ！

■ Comment : 昨年まで恐怖のスライスと恐れられていたが、今年は、癒しスライス祭りの幕開け。
ひたすらスライスを打ち続けその音にみんなが癒される。最近、体力が落ちつつあるが、巧の
業で相手を翻弄し、自分も疲れる。しかしスタミナは充分補給済。今年は短期決戦で挑みます。

■ Comment : ついにゴリラ参戦。強靭な肉体を作り、今も尚、進化を続ける。しかし、自分の肉体に見と
れて直ぐに裸になり、魅せたがるのがたまにキズ。まだ、エキッパの洗礼を受けていないが、日本リーグ中
に何かされることを彼は知らない。日本リーグの歴史に残るパフォーマンスを魅せるように。（←笑いの方）

■ Comment : 昨年、紅の豚に変身したが今年は更に進化し、ぷよぷよに変身。最近、テニ
スで頑張っている姿より、カラオケで頑張って歌っている姿の方を良く見ている。試合で負
けてもカラオケでは負けるな。目指せビブラート20 秒超え！！

■ Comment : ダブルスの神？（昔）エキッパに降臨。その実力はまだまだ健在。今年は、極
秘トレーニングを開始し、体を絞り、完璧な状態でリーグに望むはず。持ち前の頭脳とタッ
チで、観客を魅了してください。体力の続く限り！！

■ Comment : 今年の試合中での独り言は何件行くのか。毎年記録を更新し続け、そろそろ
ギネス申請し、ギネスブックに載ってもらいたい。しかし、ある方が来ると急にマナーモー
ドに変身するのだけは、止めてください。今年こそ、試合中の独り言の数世界一を目指せ。

■ Comment : 今年はキャラを一新し、癒し系になり見る人を和ませる。ひとたびコートに入
れば顔色一つ変えずポーカーフェイスで何を考えているかわからない。むしろ何も考えてい
ない。今年はいつもの倍練習しているので、出場する気なのか、乞うご期待！
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