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12  The 28th Tennis Japan League

男子チーム紹介 （レッドブロック）

■副部長
トサヤ カツミ
土佐谷　克巳
㈱イカイアウトソーシング
取締役社長
Alma Mater: 沼津市立沼津高等学校

■部長
イカイ タケシ
伊海　剛志
㈱イカイ 代表取締役社長

Alma Mater:日本大学

■トレーナー
ヒガシ ヒロユキ
東　裕之

Alma Mater: 東京リゾート＆スポーツ専門学校

■監督
サナダ サトシ
眞田　智
㈱イカイアウトソーシング
富士支店 課長
Alma Mater: 日本大学

■トレーナー
タカハシ チカラ
高橋　力
 ㈱イカイ

Alma Mater: 日本体育大学

Team:  イカイ 株式会社イカイ　〒410-0874 静岡県沼津市松長787Team since: 2004
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Jimmy Wangジミー ワン
■ ATP Ranking : 139 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace : 台湾
■ Alma Mater : 
■ Record : 
■ Plays : オールラウンド

片山　翔カタヤマ ショウ
■ JTA Ranking : 9 位（シングルス）　Professional
■ Birthplace : 福岡県
■ Alma Mater : 早稲田大学
■Record : ’13アディダス・早稲田大学フューチャーズ 単・複 優勝
 ’13 軽井沢フューチャーズ　複　優勝
 ’13 昭和の森フューチャーズ　単　ベスト４　複　優勝
■Plays : オールラウンド

菊池　玄吾キクチ ゲンゴ
■ JTA Ranking : 16 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace :  東京都
■ Alma Mater : 東海大菅生高等学校
■Record : ’13 昭和の森フューチャーズ　単　ベスト４
 ’13 早稲田フューチャーズ・甲府国際オープン 複 ベスト４
 ’13 軽井沢フューチャーズ・札幌国際オープン 複 ベスト４
■ Plays : オールラウンド

鈴木　貴男スズキ タカオ
■ JTA Ranking : 23 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace :  北海道
■ Alma Mater : 堀越高等学校
■Record : ’96 ’97 ’07 全日本選手権　単　優勝
 ’05 AIGジャパンオープン　複　優勝
 デビスカップ日本代表として通算最多勝利
■Plays : オールラウンド

奥　大賢オク ヒロマサ
■ JTA Ranking : 34 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace : 東京都
■ Alma Mater : 日本大学
■ Record : ’13 札幌国際オープン　複　優勝
 ’13 亜細亜大学国際オープン　複　準優勝
 ’13 東日本選手権　単　優勝
■Plays : オールラウンド

眞田　智サナダ サトシ
■ JTA Ranking : 　
■ Birthplace : 静岡県
■ Alma Mater : 日本大学
■ Record : 
■ Plays : ビックリサーブ＆交通事故リターン＆気合（美声）

古川　隼士フルカワ ハヤト
■ JTA Ranking : 　Professional
■ Birthplace : 東京都
■ Alma Mater : 堀越高等学校
■Record : 
■ Plays : オールラウンド

松尾　友貴マツオ ユウキ
■ JTA Ranking : 39 位（シングルス）　Professional　
■ Birthplace : 大阪府
■ Alma Mater : 青森山田中学校
■Record : ’13 道後 CUP愛媛オープンジャパンツアー  複  準優勝
 ’13 東京オープン　複　優勝
 ’13 石川オープン　単　ベスト４
■Plays : オールラウンド

本村　剛一モトムラ ゴウイチ
■ JTA Ranking : 　Professional　
■ Birthplace : 千葉県
■ Alma Mater : 柳川高等学校
■Record : ’99 ’00 ’02 ’03 全日本選手権　単　優勝
■Plays : オールラウンド

■ Comment : 前回決勝のシングルスで勝利し日本一を決めた “ 持っている男 ” 再上陸！！
四大大会で活躍中のATPプレーヤーは必見！！
センスあふれるプレーで連覇に導いてください！！

■ Comment : 前回、誰も成し遂げた事のないMVPと新人賞の同時受賞を果たしさらに進
化を続けている。ランキングも一桁に上昇し、世界を見据えている。
Show（翔）the sprit！！

■ Comment : イケメンがイカイに新加入！
長身から繰り出されるサーブに誰もがクギ付け♥
カラオケ部で揉まれたメンタルを日本リーグで発揮する！？

■ Comment : “ キング ”が日本リーグにカムバックし！！
日本を背負い、世界と戦い続ける不動のエース。
鈴木・本村のレジェンドダブルスで連覇間違いなし！！

■ Comment : 前回の決勝トーナメントでインフルエンザに感染し勝利の味に飢えている・・・
玄人好みのテクニシャンが今年はシングルスでも結果を出し始めている。
きっと前回のインフルの悔しさをぶつけているに違いない！！

■ Comment : 監督兼選手として自分に厳しく、息子と娘に甘い・・・
チーム唯一の社員プレーヤーは常に熱い直感ファイター！！ イカイテニス部よりもカラオケ部
のエースとして活躍中！？ テニスより上手らしい・・・

■ Comment : テニスもダイエットも順調？？
愛娘に勇姿を見せるべく秘密の特訓が始まったと風の噂で聞く・・・
パワフルプレーで連覇に貢献間違いなし！！

■ Comment : EPS で磨かれたメンタルと強靭な肉体を合わせ持つ男がイカイに加入！！
パワーテニスで勝利を積み重ねて行ってくれ！！
鍛え抜かれた肉体と魂で見せるテニスで連覇決めるぞ！！

■ Comment : “レジェンド ”が日本リーグにカムバックしついに日本一！！
そのキャプテンシーと強力なスピンで現役プロ達もたじたじ・・・。デビスカップのダブル
スの救世主として復活？？ カラオケ部にも所属し、高得点連発。まさにレジェンド！！

創部1年目から日本リーグに昇格し快進撃を続けている。
前回、悲願の日本一を達成！！
個性あるメンバーも揃い連覇を目指します。
応援宜しくお願い致します。
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