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全国高等学校体育連盟テニス専門部 



US OPEN Jr 派遣チーム 参加者一覧 

 氏名 ふりがな 所属または役職 

女子選手 長谷川 晴佳 はせがわ はるか 野田学園高校 

男子選手 森田 皐介 もりた こうすけ 柳川高校 

監督 本田 健児 ほんだ けんじ 柳川高校 

スペシャルパートナー 上田 篤 うえだ あつし （株）アメアスポーツジャパン 

副団長 古賀  賢 こが けん 全国選抜実行委員会会長 

団長 黒岩 睦雄 くろいわ むつお 全国高体連テニス専門部部長 

 

選手団 現地滞在先 8/28～9/7 

Hotel Belleclaire 

住所：2175 Broadway, New Tork, 10024, US   

TEL：+1-212-362-7700 

 

USOPEN Jr 派遣チーム 集合先（前泊宿舎） 

京急 EX イン羽田 

住所：東京都大田区羽田 5‐5‐14 

TEL：03-3742-3910   

URL：https://www.keikyu-exinn.co.jp/hotel/haneda/ 

 

大会オフィシャルホテル 

（予選）クレデンシャル受け取りおよびサインイン 

The Lexington Hotel, Autograph Collection 

住所：511 Lexington AvenueEntrance at  

48th Street New York, NY 10017, US 

TEL：+1-212-755-4400  

 

（本選）クレデンシャル受け取り 

The Intercontinental Barclay(Grand Ballroom) 

住所：111 East 48th Street, New York 10017, US 

TEL：+1-212-755-5900  

 

（本選出場者ミーティング） 

Chase Indoor Tennis Center 

USTA Billie Jean King National Tennis Center Flushing, NY 11368 



全日程詳細（8 月 27 日土曜日～9 月 7 日水曜日） 

日時 時刻 プログラム 

前

泊 

8 月 27 日 

（土） 

15:00 

17:00 

 

18:30 

21:00 

ホテルチェックイン 

参加者集合、支給物品受け取り 

選手団ミーティング（今後の連絡） 

ホテル近隣で夕食 

就寝 

第

１

日 

8 月 28 日 

（日） 

6:00 

6:30 

7:10 

7:20 

7:40 

11:00 

11:25 

13:00 

 

17:00 

18:00 

19:00 

20:30 

22:00 

起床 

朝食 

ロビー集合 

ホテル出発（シャトルバスにて羽田空港に移動） 

羽田空港着、取材、搭乗手続き 

羽田空港発（JL006 便） 

JFK 空港着、入国手続き 

専用車にてフラッシングメドウ・コロナパーク移動 

USOPEN 会場視察、本選出場選手の練習見学 

専用車にてホテル移動 

Hotel Belleclaire チェックイン 

タイムズスクエア移動 

夕食 

就寝 

第

２

日 

8 月 29 日 

（月） 

 6:00 

 8:00 

10:00 

11:00～14:00 

14:00 

 

18:00 

19:30 

21:30 

起床 

朝食（ホテル横のカフェ） 

ホテル発 

練習（会場 MAXIMUM Tennis Development Zone） 

会場発、時差修正を兼ねて NY 観光（ヤンキースタジア

ム、自由の女神像、グランドゼロ） 

ホテル着 

夕食 

就寝 

 

 

 

 

 

 



日時 時刻 プログラム 

第

３

日 

8 月 30 日 

（火） 

 6:00 

 7:30 

9:00 

12:00 

13:00 

16:00 

17:00 

18:30 

21:00 

起床 

朝食（ホテル横のカフェ） 

散歩およびランニング（セントラルパーク） 

ホテル発、選手衣類の洗濯依頼 

練習（会場 MAXIMUM Tennis Development Zone） 

会場発、選手衣類の洗濯受け取り 

ホテル着 

夕食 

就寝 

第

４

日 

8 月 31 日 

（水） 

6:00 

7:30 

11:00 

12:00 

15:30 

17:00 

17:45 

21:00 

起床 

朝食（ホテル横のカフェ） 

ホテル発 

練習（会場 MAXIMUM Tennis Development Zone） 

会場発、ホテル着 

タイムズスクエア移動 

夕食 

就寝 

第

５

日 

9 月 1 日 

（木） 

6:00 

7:00 

7:45 

8:00 

 

 

 8:30 

9:30 

14:30 

15:00 

18:00 

19:00 

19:30 

21:00 

起床 

朝食（宿舎） 

ホテル発 

大会オフィシャルホテル 

（The Lexington Hotel,Autograph,Collection） 

にてクレデンシャルの受け取りおよびサインイン 

予選会場（ケアリーリーズテニスセンター）に移動 

予選会場着、公式練習 

予選会場発（女性チーム） 

ホテル着（女性チーム） 

予選会場発（男性チーム） 

ホテル着（男性チーム） 

夕食 

就寝 

 

 

 

 



日時 時刻 プログラム 

第

６

日 

9 月 2 日 

（金） 

6:00 

7:00 

7:30 

8:00 

9:00 

9:30 

10:00 

12:30 

15:30 

16:30 

17:15 

19:30 

22:00 

起床 

朝食 

ホテル発（女性チーム） 

予選会場着（女性チーム） 

ホテル発（男性チーム） 

予選会場着（男性チーム） 

長谷川選手試合開始 

森田選手試合開始 

両選手試合終了 

予選会場発 

ホテル着 

夕食 

就寝 

第

７

日 

9 月 3 日 

（土） 

 7:30 

11:00   

12:00   

 

20:00  

21:30   

22:00 

朝食 

ホテル出発 

フラッシングメドウ・コロナパーク移動 

USOPEN 本選視察、広報用撮影 

会場にて夕食 

ホテル着 

就寝 

第

８

日 

9 月 4 日 

（日） 

7:30 

10:30   

11:30   

15:00 

17:00  

20:00   

21:30 

23:00 

朝食 

アウトレットに出発 

アウトレット着 

アウトレット発、Wilson shop に移動 

Wilson shop 着 

夕食 

ホテル着 

就寝 

第

９

日 

9 月 5 日 

（月） 

 7:30 

 

19:00 

 

21:00 

22:00 

朝食 

洗濯および自由行動 

夕食 

エンパイアステートビルにて夜景を鑑賞 

ホテル着 

就寝 

 



日時 時刻 プログラム 

第

10

日 

9 月 6 日 

（火） 

 7:30 

 9:00 

10:00 

13:20 

朝食 

ホテル発 

JFK 空港着、出国手続き 

NY 発 

第

11

日 

9 月 7 日 

（水） 

16:35 

 

羽田空港着、入国手続き 

各自、公共交通機関にて帰途 

 

＜OP＞ 大会当日 9 月 2 日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜試合結果＞ 

⾧谷川 晴佳               4  6  7        森田 皐介            3  5 

Aruzhan Sagandikova (KAZ) 6  3 10        Patrick Brady(GBR)   6  7 

 



 

 



⾧谷川 晴佳 選手 

8 月 28 日 1 日目 

11 時 出発   

12 時 ニューヨーク着     

13 時半 会場視察、ご飯    

18 時 ホテル着 

19 時 ご飯 買い物    

22 時 帰宅  23 時 就寝 

久々の海外遠征のた

め、楽しみな気持ちが多

かったのですが、⾧時間

寝ずに移動はやはりとても疲れました。 

会場に行ってその場の雰囲気や様子は想像の何倍も迫力のあるもので、これからの生活が

とても楽しみになりました。センターコートを見た時はやはり感動しましたし、この場で戦

いたいと強く思いました。 

明日からのオンコートの練習では、自分のプレーを忘れず限られた時間なので集中して楽

しみたいと思います。 

 

8 月 29 日  2 日目 

7 時  起床             8 時  朝食          10 時  練習会場へ移動   11 時  練習開始 

14 時 練習終了     15 時  観光(ヤンキースタジアム、自由の女神)、昼食 

19 時  ホテル帰宅     20 時  夕食   21 時   帰宅   22 時半  就寝予定 

2、3 日ぶりのオンコートでの練習でしたが、自分が思っていたより動けたし、有意義な時

間を過ごすことが出来ました。相手をしてくれた Victoria McEnroe はとてもいい人でスピ

ンボールが武器の選手でした。練習の後はヤンキースタジアムや自由の女神に観光に行き、

ずっと見たかった所に行けて楽しかったです。 

明日もまだ続くので、今日の練習の課題を生かし気持ちを切り替えてまた頑張ろうと思い

ます。 

 

8 月 30 日  3 日目 

7 時  起床      7 時 20 分  朝食       ９時  セントラルパークにてランニング 

12 時  練習会場へ移動     13 時  練習開始    16 時  練習終了    17 時  ホテル帰宅 

18 時 30 分  夕食     20 時半  帰宅   22 時 就寝予定 



今日は朝にセントラルパークの景色を

楽しみながらランニングが出来ました。 

今 日 の 練 習 相 手 を し て く れ た Ligaya 

Murray は、ストロークとボレーが左利き、

スマッシュとサーブが右利きという面白

い選手でした。身体も動かせたし、課題と

していたサーブも上手くいっていたので、

昨日よりいい調整になったと思います。 

また明日も練習があるので怪我と体調

には気をつけて、今日よりまたいい練習が

できるよう、試合を意識して取り組みたい

と思います。 

 

8 月 31 日 4 日目 

7 時 起床  7 時半 朝食    11 時 移動  

12 時 練習開始     15 時 練習終了 

16 時 帰宅   17 時半 夕食   20 時 イベ

ント  21 時  帰宅   22 時  就寝 

 

今日の練習は身体も前より動か

すことが出来ましたが、あまりい

い時間帯が少ない場面が多かった

で す 。 練 習 相 手 を し て く れ た

Stephanie Yakoff はサーブがよく、

速いボールや遅いボールを使い分

けたりするのが上手い選手でした。

自分は遅いボールに対して足が先

に止まってしまう場面が多かった

ので、それを修正していこうと思

います。明日サインインや公式練習で最後の調整のため、また気持ちを切り替えて頑張ろう

と思います。 

 

9 月 1 日  5 日目 

6 時半  起床    7 時 20 分  朝食   7 時 45 分  出発  8 時  サインイン 

9 時  練習会場到着   11 時～13 時半  練習、昼食、練習終了     

15 時半  帰宅   19 時 30 分  夕食   20 時  帰宅   21 時半  就寝 



今日はサインインをしました。その後練習会場に移動し、何人かに声をかけると Tania 

Andrade と Ava Krug が練習をしてくれました。2 人ともボールが深く重く、かつコントロー

ルがいい選手で 2 回ともいい調整が出来ました。 

明日からついに試合が始まるので本当に楽しみです。サポートしてくださっている周りの

人達に感謝し、自分の力を最大限に発揮して勝ちにいきます。 

 

 



9 月 2 日 6 日目 

6 時  起床     7 時半  出発    8 時  会場到着、朝食    9 時  練習  10 時  試合開始     

12 時半  終了    18 時  帰宅    19 時半  夕食  23 時  帰宅    24 時  就寝 

 

今日から試合が始まりました。 

予選 1 回戦の相手は、第 1 シードの Aruzhan Sagandikova で、フルセットの末敗退しまし

た。チャンスの場面がいくつかあっただけに悔しい負けとなりました。ただ、自分の課題が

見つかったと同時に、自分のプレーが他の選手にここまで通用した事、頭を使ったプレーが

ちゃんと出来たこと、日頃の練習の成果が少しでも出たことは良かった点だと思います。 

予選突破は出来ませんでしたが、今回の試合で得たことはとても大きなもの、経験だったの

で、日本に帰ってからもこの経験を生かし、また後輩たちに伝えたいと思いました。 

応援、サポートをしてくださった人達には本当に感謝しかありません。これからも応援さ

れるような選手になれるよう頑張りたいです。 

 

9 月 3 日  7 日目 

7 時半  起床    8 時  朝食    11 時 40 分  出発    13 時  本会場到着、試合観戦 

22 時  帰宅    23 時  就寝予定 

今日は本会場でプロの試合を間近で観戦することが出来ました。 

WOWOW 様の配慮もあり、シャポバロフ対ルベルフの試合を観戦してとても刺激的でした。 

会場の雰囲気やプロの試合運び、メンタルなどを感じることが出来、とても貴重な体験とな

りました。 

これからの自分の成⾧に繋がるようにしたいと思います。 

 



9 月 4 日  8 日目 

8 時  起床    8 時半  朝食    10 時  集合、出発    11 時半  アウトレット到着 

14 時半  集合、移動    17 時  買い物    20 時  帰宅    20 時半  夕食 

21 時半  帰宅    23 時  就寝 

今日はアメリカで 1 番大きいアウトレットで買い物をしました。全て回ることは出来なか

ったのですが、ずっと行きたかったお店で買い物が出来て、リフレッシュすることが出来ま

した。 

夜はコインランドリーを探していたところ、日本人に出会い色々と親切にして頂きました。

こういった出会いがあるのはすごいし、貴重だなと感じました。 

また明日もどんなことが起こるのかが楽しみです。 

 

9 月 7 日 お別れの日 

約 10 日間、本当にお世話になりました。 

今回の遠征では沢山の経験や得たもの、学んだ事が沢山ある貴重な体験となりました。 

この遠征で得たことを今後の自分の成⾧に生かせるよう努力し、また後輩たちに伝えていき

たいと思います。 

本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 



森田 皐介 選手 

8 月 28 日（1 日目） 

12 時～NY 着 

13 時半～会場下見 

18 時～ホテル着 

19 時～夕食 

22 時～帰宅 

23 時～就寝 

 

今日は時差ボケ

などに慣れるため

寝ずに移動だった

ため、とても疲れま

した。会場に入るこ

とが出来シナー選手やガスケ選手のプレーを見たりセンターコートの迫力に感動しました。

改めてニューヨークの凄さが分かり世界が広く見えました。明日からオンコートでの練習に

なると思うのでしっかり調節し楽しんでいきたいと思います。 

 

8 月 29 日（2 日目） 

6 時半～起床 8 時～朝食   

10 時～練習会場へ移動 11 時～練習開始 

14 時～練習終了    

15 時～ヤンキーズスタジアム&自由の女神観光 

19 時～帰宅   20 時～夕食    

21 時半～帰宅   23 時～就寝予定 

今日はオンコートでの練習でまだ時差ボケな

どがある中良い練習ができたと思います。相手選

手の Emil も良い人で明日もして貰えるみたいな

のでしっかり調整したいと思います。練習したあ

とは色々なところに観光に行き気持ちをリフレ

ッシュすることが出来たと思います！明日に備

えてしっかり休みたいと思います。 

 

 

 



８月 30 日（3 日目） 

7 時～起床   8 時～朝食   9 時～散歩   11 時～帰宅 

12 時～練習場所移動   13 時～練習   15 時半～練習終了   17 時～帰宅 

18 時～夕食  20 半時～帰宅   22 時半～就寝 

今日は朝からセントラルパークを散歩し良い朝を迎えることが出来ました！少しずつ時差

ボケも無くなってきてとても良い状態です。オンコートでは昨日と同じ選手としました。ボ

ールの質などが良く、すぐ対応出来るようにしたいと思います。夜は日本食に行きアメリカ

でも日本食が食べれる事にとても感謝したいと思います。明日もしっかり調整していきたい

と思います。 

 

8 月 31 日（4 日目） 

7 時半～起床  8 時～朝食  11 時～練習会場移動  12 時～練習開始  15 時～終了   

16 時～帰宅  17 時～夕食  20 時～イベント  21 時～帰宅  22 時～就寝 

今日は 4 日目で時差ボケも無くなりしっかりとした練習もできたと思います。海外の選手

はボールがとても重くレベルの高い練習が出来るのでとてもありがたいと思いました。夜か

らは学校の始業式に出て少し喋りました。あの大きな場所で喋れたことは自分にとっても大

きく成⾧したと思いますし、伝える相手にも凄く良い影響を与えられたのではないかと思い

ます。明日はサインインなどがあるので調整最終日しっかりしていきたいと思います。 

 

9 月 1 日（5 日目） 

6 時半～起床 7 時 45 分～出発   

8 時～サインイン 9 時～会場入り 

12 時～18 時 2 時間練習   

19 時～帰宅 19 時 15 分～夕食  

21 時～帰宅 22 時～就寝 

今日は朝サインインをしてそのま

ま会場に入りました。試合会場の雰

囲気などを味わいお昼から昔からの

友達の三好君とレノン君に練習して

もらいました。2 人とも球が重くかなりレベルアップをしていたので練習もとても楽しかっ

たです。練習の合間時間には他の選手の練習などを見て色々な刺激を貰えたので明日の試合

では最初からファイトして予選を勝ち上がっていきたいと思います。改めて色々な方にサポ

ートして頂いてとても感謝したいと思います。 



9 月 2 日（6 日目） 

7 時～起床 8 時～朝食   

10 時～試合会場出発   

11 時半～練習   

12 時半～終了 

14 時半～試合開始   

16 時半～試合終了    

18 時～帰宅 19 時～夕食 

22 時半帰宅 

23 時半～就寝 

今日は予選ではあります

が初めてのグランドスラム

ジュニアでした、このような舞台でやるととてもワクワクして伸び伸び出来たので楽しかっ

たです。全体的に気持ちもプレーも攻めていけたので良かったと思います。あとは、試合の

流れやミスの量で差が開いてしまうので日本に帰って課題として行きたいと思います。 

また、この雰囲気を味わいたいと思いました！明日は試合会場に見に行くので多くの選手か

ら吸収していきたいと思います。 

 

9 月 3 日（7 日目） 

8 時～起床  9 時～朝食   

11 時 40 分～出発   

12 時半～本会場着＆試合

観戦 

22 時～帰宅 23 時就寝 

今日はお昼から本会場

でプロの方の試合を観戦

しました。WOWOW 様などの

関係で会場に入ることが

出来、シャパバロフとルベ

ルフの試合を近くで見る

ことが出来とても感動しました。両者とも 1 歩も譲らない展開でしたがルベルフに軍配があ

がりました。ルベルフはアウウェイの中気持ちを保ち続けて居たので本当に一流だと思いま

した。今日はとても良い貴重な経験をできたのでしっかり、今後に活かせるようにしていき

たいと思います。 



9 月 4 日（8 日目） 

8 時～起床  9 時～朝食  10 時半～出発  11 時半～アウトレット着 

14 時～Wilson ショップ移動  19 時～帰宅  20 時半～夕食 

21 時半～帰宅  23 時～就寝 

今日はアウトレットに行きショッピングをしました。アメリカでいちばん大きいアウトレ

ットに来たので全部回りきらなかったですがとても息抜きができたと思います。夜出会いが

ありコインランドリーを探していたら、日本人に出会い親切にして下さったのでとても感謝

したいと思います。世の中何があるか分からないのでとても面白いと思いました。 

 

9 月 7 日 お別れの日 

サポートしていただいた皆さん今回は本当にありがとうございました！今までの人生で最

高の所で試合ができ、そして最高の場所に行けたことはこれからの人生でも何か繋がってく

ると思うので、夢に向かって頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。 

 

 

 

 



黒岩 睦雄 団⾧ 

 

土佐日記１日目 

 

男もすなるという日記というもの

を、オッサンの私も書いてみむと思っ

ちゃいました。 

 

さて、朝早くにもかからず、沢山の

方々の見送りに、改めて多くの人達に

支えられての遠征と身の引き締まる

思い(思いだけ)でした。お気持ちは十

分にいただきましたが、馬の餞はあり

ませんでした（笑）。 

 

それはさておき、JAL の皆さんのご

支援により、出国手続きもスムースで、待ち時間もラウンジを利用させていただき、この上

なく快適に旅立つことができました。本当にありがとうございます 

12 時間半のフライトもあっという間で、フラッシングメドウに到着するやいなや「アリス 

イン ワンダーランド」の気分でした。会場までの導線は、大会の雰囲気を盛り上げる趣向が

満載で、装飾やゲートだけでなく、警備の人やスタッフも、さらには練習コートのプロ選手

も大会会場の盛り上げに一役買っていました。 

 

解散後はブースにまっしぐら、買い物三昧のひとときでしたが、それより何も、観客のい

ない準備中のセンターコートに入ることが出来、コートの真横や会場全体を一人占め出来た

ようなことは、気持ち高ぶり快感に震える心地よさでした。 

 

楽しい思いはここまでとし、その後の現実は、ニューヨークの物価高に気持ちが凍える思

いでした。昼食のハンバーガーセットは一人前約 30 ドル、晩御飯で頼んだ焼そばは 58 ドル、

三人前では・・・。 

この調子では、遣り繰りできないにしても、私達は帰ることが出来るのでしょうか？ 

 

今宵はここまでとしましょう。 

 

 



土佐日記２日目 

 

NY 二日目が終了し

ました。 

今朝は８時にホテ

ル一階のパン屋で朝

食、中々人気のお店

で、路上にも列がはみ

出るほどで、結局は

各々自室での食事と

なりました。 

 

オンコートでの練

習は 11 時から、数日

振りのヒッティング

ということもあり、最初のうちは鈍かった動きも、徐々に勘を取り戻し、後半にはスムース

で、軽やかなそれでいてしっかりとしたラケット捌きも見受けられました。お疲れ様でした。 

 

午後 2 時以降は、敢えてホテルでの休養という選択をせず、観光をしながら時差の修正に

努めました。練習後にそのままホテルに帰ると寝てしまい、日本の時間に身体が戻りますの

で、楽しみつつ、修正していきました。自由の女神、ヤンキーススタジアム、グランドゼロや

はり行くだけの価値はありました。 

 

昼食は、ヤンキーススタジアムのハードロックカフェにてハンバーガーを頂きました。 

夕食は、ホテル近くの拉麺ハウスで軽めに済ませました。 

二日目となり、食事の失敗もなくなり、適当な金額の食事を取れつつあります。 

解散は 21 時 30 分、これで身体のリズムも落ち着き、明日からの調整もしっかりと出来そう

です。 

明日の午前中は、タイムズスクエアまで、軽めのランニング、私は敢えて皆さんを見送り、

午後の紅茶いやいや午後の練習に備えます。 

では、今宵はここまでとしましょう。 

 

土佐日記３日目 

 

今朝も美味しい朝食を頂きました。 

メニューはパリジャン(バケットにチーズとハムを挟み、軽くオーブンで焼いたもの)とカ



プチーノ、NY に居なが

ら気分はフレンチ。 

 

それはさておき、私

を除く皆さんは、道祖

神の招きにあいて、9 時

からセントラル・パー

クにて、散歩そして軽

め(？)のランニング、

私はこの数日間の報告

書作成にパソコンとに

らめっこ。朝から本当

にお疲れ様でした。 

 

午後は、昨日と同じコートで練習、男性は昨日と同じ方に相手をお願いしました。 

ファーストセットは昨日と別人のようなスーパーショットの連続でどうなることかと思いま

したが、森田選手の対応力の高さで実りあるものになりました。 

 

女性は昨日とタイプの異なる左利きの方で、しかもサーブは右利き、スマッシュは両利き

という変則的なお相手でした。このような場面でも、⾧谷川選手の臨機応変な反応は、相手

選手を徐々に圧倒し、試合を支配するようになりました。 

 

二人とも本当に素晴らしい能力と精神力の持ち主です、改めてその事を実感しました。 

また、練習コートの横では日本人で近くに在住の方達が集まってくれて、和やかな時間を持

てました。 

 

夕食は胃袋と体調管理を考えて日本食を選択しました。トンカツ、うどん、ゴジラカレー、

美味しく頂きました。 

 

本日の最後に、この練習をコーディネートしてくれている馬場様の紹介で、選手の洗濯ま

でサポートして頂きました。日本人ネットワークの有り難さをしみじみと感じる今日でした。

「情けは人のためならず」私ももっと人の役に立ちたいと思い直したことでした。 

気持ちよい１日の余韻に浸りながら、今宵はここまでと致しましょう。 

 

 



土佐日記 4 日目 

 

NY の朝も３日目

となり、カプチーノ

片手に気分はウォ

ール街のビジネス

マン。 

 

などとアホな妄想

に浸りながらも、１

日がスタートしま

した。 

 

今日も男性のヒ

ッティングパート

ナーは同じ選手、お

互いに相手を深掘りし、より高い精度を要求されるプレーとなりました。森田選手も実力を

十分に発揮し、調整の充実度合いが周囲にも伝わってきました。相手選手の Emil さんには、

３日間こちらの都合に合わせて頂き、本当に感謝です。 

女性のヒッティングパートナーは、この３日間の中でも頭ひとつ抜き出ている実力の持ち

主でした。体幹がしっかりしており、バランスも良く、しっかりと体重の乗った低いストロ

ークを駆使する選手でした。対する⾧谷川選手は緩急を織り交ぜながら、要所を締めたプレ

ーでしっかりと対応することが出来ました。 

ミニキャンプといっても過言でないくらいに充実した３日間で本当に素敵な時間でした。

しかし、今日で快適な練習コートともお別れです。サポートしてくださった方々には感謝の

気持ちで一杯です。 

 

明日以降は本番に向けた活動となります。 

先ずは、指定のホテルにてサインイン、そして試合会場での公式練習となります。 

いよいよ始まりです、準備は万端、あとは日頃の力を出しきるのみです。 

 

ちょっぴりヒートアップしましたかな？ 

はやる気持ちは抑えつつ、今宵はここまでと致しましょう。 

 

 

 



土佐日記 5 日目 

 

秋きぬと 

目にはさやかに 

見えねども 

風の音にぞ 

驚かれぬる 

 

NY も早今日で 5 日目となりま

した。風はすっかり秋の気配(オ

フコースそれとも松田聖子)で

す。まだまだ日向は夏の暑さです

が、木陰は爽やかな風が吹く今日

です。 

今朝は緊張のサインイン、ホテ

ルレキシントンに到着し、2 階で

手続き、登録の名前があるかドキ

ドキのひとときでした。受付の方

の一言に衝撃、 

「本当に来るかどうか今日まで

分からなかった‼」日本での手続きは完了しているはずなのに何故？😓 

まあ、何とか無事にサインインも、そして我々スタッフの手続きも済みました(たったの 15

分くらいで)。でもこれは次年度への課題として書き留めておきます。 

 

ホテルを後にし、大会会場へ公式練習のために移動、森田選手は知り合いと練習の約束を

取り付けましたが、⾧谷川選手は会場で見つけることとなりました。 

通訳のためスマホ片手にチャレンジしましたが、何人にも断られた後に、ようやく二人の選

手と約束を取り付けました。お疲れ様でした、でも今後の人生を考えるとよい経験です。 

コートでは各々試合前の確認や調整が出来たようで、あとは明日を待つのみです。 

練習会場での他の選手の様子も観察しましたが、十分に戦えそうです。 

明日は、⾧谷川選手は１試合目の 10 時(日本時間 8/2 の 23 時 30 分)スタート、森田選手は

12 時 30 分過ぎにスタートの予定です(時差は 13 時間 30 分日本が早い)。 

日本の皆さん、応援をよろしくお願いします。 

 

 

 



土佐日記 6 日目 

 

ついにやってきまし

た予選初日。男性と女性

の開始時間がずれてい

たため、女性は 7:30、男

性は 9:00 のホテル発と

なりました。 

昨日と変わらぬ予選

会場なのに、当日となる

と、スタッフや参加選手

の雰囲気もガラッと変

わり、緊張感の中での始

まりとなりました。 

先ずは 10:00 開始の⾧谷川選手、試合前の練習相手は見つからず、アメアスポーツジャパ

ンの上田様に相手をしていただくことになりました。 

練習コートの予約をし、コートに向かうとほかの選手が使用していて、言ったセリフが、 

「私はこのコートで試合だからあなたは他のコートで練習しなさい」 

海外って素敵です、自己主張が激しすぎますがこれも文化なのでしょうね。 

 

さあ予選の初戦、相手は第 1 シードです。いよいよ試合が始まり、1 ゲーム終了のはずが 

「DEUCE」・・・、ノーアドではなかったの？プレイヤーズノートを見返しても、ノーアドは間

違いなし。でも、スタッフは自信満々に 4 大大会は違うとのたまいけり。やっぱり、アメリ

カすごいぜ 

１SET は残念ながらそのまま押し切られました。しかし、２SET は⾧谷川選手の持ち味を最

大限に発揮し、10POINT タイブレークに持ち込みました。競ってはいたのですが、最後はサー

ブのパワーに押し切られました。ほんの少しの差を埋めるということは、このレベルの選手

にとってはとてつもなく大きな差なのかもしれません。 

 

続いて森田選手、お互いサービスキープの連続でしたが、ブレイクを許し、そのまま１SET

は取られました。２SET は積極的に攻撃をしかけ、5‐5 に持ちこみましたが、最後は相手の

精度が上回り、5−7 で終了となりました。森田選手もほんのわずかの差ではありますが、結

果的にその差は大きかったと感じました。 

 

二人の挑戦は終わりました。初日から今日まで大会に向け学んだことは、必ず二人の選手

のみならず、我々の今後にも大きな糧となることと思います。また、会場には一昨日まで練



習コートなどでお世話になった皆さんも応援に来てくれて、本当にアウエーでなくホームコ

ートのような雰囲気で応援することができました。お世話になった方々には感謝の気持ちで

いっぱいです。もちろん負けた悔しさはありますが、それと共に人のご縁の素晴らしさにあ

りがたみを感じる遠征となりました。 

 

では、すっかり秋らしくなった NY からでした。 

 

土佐日記 7 日目 

 

今日はお昼から本戦会

場にてプロの試合観戦を

しました。 

先ずは、人の多さに圧倒

され、その例えは日本での

花火大会での人の多さと

いったイメージでしょう

か。会場内もショップも人

だらけ、もちろん試合観戦

のスタンドも人だらけで

した。 

有明コロシアムが複数あり、常にそれが満員、さらに他のコートでも試合観戦をしている

という、すごい規模の大会でした。観戦した試合は、シャポバロフとルベルフの対戦でした。 

お互いに力を出しきり、フルセットまでもつれ込む大接戦でした。特にルベルフはアウエー

感満載のなか、勝ちきる精神力の高さは、学ぶべき点が多いものでした。 

今回の遠征では、様々な人の話と話す機会もあり、また、遠征プログラムの中からも、世界

で勝負をするということは、精神的なタフさと知力、体力のどれが欠けてもやっていけない。

テニスの世界だけでなく、社会も同じとつくづく感じました。テニスだけでは、これからの

世の中を生きていくには大変です。勉強もしっかり取り組み、知力、教養を身につけること

がとても大切です、などと職業柄思いを巡らしたことでした。 

 

では、今宵はここまでと致しましょう。 

 

 

 

 

 



土佐日記 8 日目 

 

今日からのレポートは必要かなと思いつつ、徒然なるままに書き綴ります。 

今朝はのんびりと 10 時に集合、アウトレット行きと自由行動に別れての１日でした。 

私は勿論お買い物、選手達と共にアウトレットに Go💨人の物欲は止まらないときがあるもの

で、2 時間半の制限時間があってお財布が助かりました。でも、その続きがあり、お付き合い

で Wilson の専門店に行き、またまたお買い物の始まりです。目新しさに心揺さぶられました

が、上田さんのコネクションにより、大分お安くして頂きました。アウトレットではアメリ

カの大きさと豊かさを感じ、Wilson ショップでは、日本とは異なるデザインにも出会え、と

ても新鮮な印象でした。二つとも日本では感じることの出来ない体験でした。 

試合だけでなく、海外の異文化に直接触れることが出来ることも、この遠征の大切なこと

と考えています。今回の様々な出来事を通して、選手のみならず我々係わった全ての者が成

⾧するとても良い機会であり、このチャンスを与えて頂いたことに感謝します。 

 

では、今宵はここまでと致しましょう 

独り言  そろそろおでんと🍢日本酒🍶が恋しくなりつつあります😅 

 

土佐日記 9 日目 

 

今日も素敵な出会いがありました。実を言うと、昨日皆でコインランドリーを探していた

ときに、上田さんが話しかけた方が日本人でここにお住まいのかたでした。9 月 5 日はレイバ

ーディ(こちらの勤労感謝の日)でお休みの店も多く、「家のマンションの地下にある共同のラ

ンドリーを使ってもいいよ」気軽に言ってくれまして、お言葉に甘えてばかりの滞在でした。

本当に人の優しさに甘えてばかりで、このお返しは他の人に必ずしなくてはと心に誓いまし

た。午後はアメリカ自然史博物館に行き、のんびりと、ゆったり、ゆっくりと知的好奇心を擽

ってきました。大人になっての時間のゆとりは、とても大切で新鮮なものですね。改めて視

野と考え方を広げることが出来ました。 

後半の数日間は、ここまでの整理と、新たな展開への準備ができた、とても有用な時間で

した。帰って直ぐにフィードバックをしていきます。夜はエンパイア・ステート・ビルにて

NY の夜景を鑑賞しつつ、明日からの気持ちの切り替えのよい準備となりました。 

では、いよいよ明日は帰途に着きます。無事に全てが終わることを願いつつ、今宵はここま

でと致しましょう。 

 

追記  

台風は今日で行ってしまいますよね。高知の勤務学校は本日休校です、飛行機に影響がない

ことを願います。 



土佐日記 10 日目  終わりそして始まり 

 

8 時 30 分ホテルのロビーに集合し、チェックアウト。ホテルの朝食券がたくさん残りまし

たので、全てをマカロンに交換すると山盛りに、皆で分けてお土産とします。 

9 時にホテル発、借り上げ専用車で 10 時に JFK 空港に到着しました。空港では出迎えでも

お世話になりました JAL の方に先導頂き、エアフランスのラウンジにてフライトまでの時間

をゆっくり過ごすことが出来ました。 このような手厚い待遇は、旅の疲れを感じることなく

楽しむことができ、ありがたい限りです。 

14 時間半のフライトものんびりと過ごすこと出来ました。入国手続きでは、私だけアプリ

の登録が上手くいかず、空港の端から端まで歩きました。身体を起こすにはとても良い運動

になりました、気分は 5kg 痩せた感じです。 

何はともあれ、全身無事に入国手続き完了し、出口では日本旅行と JAL の方にお出迎え頂

き、至れり尽くせりで申し訳ない思いです。今回の遠征では、本当にたくさん方々のお陰で

スムースに、不自由を感じることなく過ごすことが出来ました。感謝の思いで一杯です。 

そろそろ高知行きの便が出発します、お世話になりました、そして、ありがとうございまし

た。 

 

土佐日記続き 

今回の遠征で試合は勿論、異国の地での様々な出来事は、これからの生活、大袈裟に言う

と人生にも大きく影響することでしょう。 

 

個人的にも、組織としても様々な場面で還元できるように努めます。先ずは第 45 回記念大

会に向けてご協力をよろしくお願いします。そして、個人戦のより一層の充実に向けて共に

チャレンジしていきましょう‼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【支給物品】 

USOPEN Jr 派遣選手団共通ユニフォーム（前泊のホテルにて配布） 

（日本とアメリカの移動、大会参加や練習会場など昼間の活動参加時に着用） 
   ウインドブレーカー１着、ポロシャツと T シャツ（各自２着）、靴一足 

【大会および練習時のウエア、シューズ、ラケット】 

  各自が普段に使用している物品を使用 

【費用】 

  日本～アメリカの往復航空券（日本航空提供） 

国内移動費、アメリカ滞在費用など旅行にかかる経費全て、旅行中の食費全般 

（選抜実行委員会負担） 

  個人が負担するものは、自分用の買い物のみ 

【日本から持参出来ればよいもの】 

  個人の好みがあれば、プレー中の水分補給用の粉末（アメリカ入国時液体は持ち込み不可） 

ラケットのストリング（各自）今回は馬場様に張替えを依頼 



 

 

遠征を終えて      

野田学園高校 長谷川晴佳 

 

今回の遠征は沢山の貴重な体験、学ぶことの多い遠征となりました。試合では、この大き

な大会で自分のプレーが出来たこと、日頃の練習の成果を出すことが出来ました。本戦出場

を目標としていたので、予選ではいい試合は出来ましたが僅差で負けてしまいとても悔し

い結果となりました。ただ世界の選手相手に競れたことは自分の中で自信にも繋がり、いい

勉強になりました。 

アメリカの色々な場所に行き、刺激を受けました。本当に賑やかで楽しかったです。 

約 10 日間でしたがとても沢山の事を得れた、充実した日々でした。学んだこと、経験を忘

れず今後の自分に生かせるよう、成長していけるよう頑張ります。そして、約 10 日間サポ

ートして頂いたスポンサーの皆様、帯同してくださったコーチの皆様、手厚いサポートと貴

重な体験をして下さり本当にありがとうございました。 

 

来年出場する選手へ 

まずは個人戦優勝、おめでとうございます。この大会は誰もが目指す大会の 1つであり、

その舞台に立てるのはとても大きな事です。色々不安や緊張もあるかと思いますが、試合を

楽しんで、目の前の事に集中して頑張ってほしいなと思います。沢山の事を吸収してきてく

ださい。頑張ってください！応援しています。 



 

遠征を終えて。            

 柳川高校 森田皐介 

 

今回の遠征で様々な経験や体験ができたと思います。そして、約 10 日間サポートして頂

いたスポンサーの皆様、帯同して頂いたコーチの皆様手厚いサポートありがとうございま

した。試合では集中して今までで非常に良いプレーができたと思います。 

相手選手は本戦に上がり１回勝っていたので、もし勝っていたら自分も上がれたのではな

いかととても悔しいです。でも、今大会 1回しか試合はしてないですが、得る物は 1試合以

上の価値はあったと思います。 

初めて、アメリカに行ってみてタイムズ・スクエアや自由の女神など色々な場所に行き気

持ちが非常に高まり本当に良い経験をしました。アメリカの人は色々な考えや、他の国より

最先端を行っていて自分がどれだけ小さい事で悩んでいるか思えてきました。これから過

ごして行く上で自分の意志をしっかり持ち自ら率先して前に進めるようにしていきたいと

思いました。 

 

来年出場する選手へ 

まずは、個人戦優勝おめでとうございます。アメリカへのチケットを手にして、アメリカ

での生活や世界でのレベルについて行けるか心配だと思いますが、まずは試合を楽しみ絶

対に勝てると言う気持ちを持ってください。今アジアでもレベルが上がってきていてヨー

ロッパの選手や強い選手と試合をしても戦えるレベルになってきてると思います。最後ま

で諦めず頑張ってください。応援しています!! 



 
遠征を終えて（土佐日記後記）    

団長 黒岩睦雄 

 

春の選抜を制した長谷川選手、森田選手とともに古賀会長、本田監督、アメアスポーツジ

ャパンの上田さんと臨んだ 12 日間の遠征でした。4 年前の日韓中交流事業では、テニス以

外のことはありとあらゆることが全てプログラムに組まれており、入国から出国まで何の

心配もなく、テニスだけに集中した事業でした。それに比べて今回は、自由度が高く時間を

贅沢に使える遠征でした。もちろん大会に参加することを目的としているため、それを中心

に日々の予定を立てますが、ほかの時間はゆとりをもって過ごすこと、いわゆる個人として

調整が十分にできるものでした。昼や夜の食事は自分たちで店を探してから始まりますが、

それも遠征の中に旅を実感できる瞬間でもありました。 

今回の遠征は、日本出発を 1日早め、少しでも時差の影響を和らげるようにコンデション

づくりを考えた日程調整をしました。アメリカに着いてからも時差修正を心掛け、日中はあ

えて大会会場視察や観光など出来るだけチームで行動することにより身体の調整もうまく

できたと思います。オンコートでの調整も順調に仕上げることができ、満足のいく内容でし

た。大会に向けての準備全般は高く評価できる内容であったと考えます。しかしながら、勝

ち進んだ場合のことを考えると、それに向けた準備はまだまだ不十分であったと思います。 

さて、今回の遠征では数多くの方々に支援を頂き、本当に助かりました。事前準備では日

本旅行の皆様、入出国においては日本航空の皆様、そして現地においては馬場様をはじめた

くさんの日本人の方々にお世話になりました。送迎や洗濯、練習時の支援、大会会場での応

援など本当にお世話になりました、お陰様でホームで活動するかのようにリラックスし、大

会に臨むことができました、本当にありがとうございます。このご恩返しができるよう今後

努めていきたいと改めて思い直しました。 

さて、次年度への挑戦は始まっています、高みを目指し、私もさらに挑戦していきます。 


