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日時：平成２９年８月２２日（火）～８月２８日（月） 

場所：茨城県水戸市（水戸市総合運動公園テニスコート） 

 

 

全国高等学校体育連盟テニス専門部 

 



＜日本代表チーム＞ 

総 監 督 兵藤直樹（全国高等学校体育連盟テニス専門部） 

男子監督 大園 洋平（大分県立大分舞鶴高等学校） 

女子監督 岸 直浩（岡山学芸館高等学校） 

男子選手 白石  光（秀明八千代高等学校 2年） 

田口涼太郎（大分県立大分舞鶴高等学校 2年） 

丹下 将太（早稲田実業学校高等部 2年） 

清水 盾伎（東海大学菅生高等学校 2年） 

女子選手 宮原 三奈（柳川高等学校 3年） 

田中 李佳（相生学院高等学校 3年） 

平田  歩（岡山学芸館高等学校３年） 

阿部 宏美（愛知啓成高等学校２年） 

＜日程＞ 

８月２２日（火）13：30 集合 試合ウエア・練習着等配布後、移動 

        14：30 練習 水戸市総合運動公園テニスコート 

８月２３日（水）9：00 ～ 17：00 練習 

８月２４日（木）練習、開会式、監督会議 

８月２５日（金）練習・競技 

８月２６日（土）練習・競技 

８月２７日（日）練習・競技、フレンドシップ交流会 

８月２８日（月）宿舎ロビーにて解散 

 

 



＜試合結果＞ 

男子 勝ち点１２ 優勝 

８月２５日（金）日本 5―0韓国（勝ち点５）   

８月２６日（土）日本 5―0茨城（勝ち点５） 

８月２７日（日）日本 2―3中国（勝ち点２） 

     １位 日本  ２位 中国  ３位 茨城  ４位 韓国 

 

 

 

 

 

 

女子 勝ち点１２ 優勝 

８月２５日（金）日本 5―0韓国（勝ち点５） 

８月２６日（土）日本 5―0茨城（勝ち点５） 

８月２７日（日）日本 2―3中国（勝ち点２） 

     １位 日本  ２位 中国  ３位 韓国  ４位 茨城 

 

 

 

 

 

 



男子監督  

大園洋平 

（大分県・大分県立大分舞鶴高等学校） 

 

今回、監督として初めて参加し、私にとってこれまでに

ない貴重な経験をさせて頂いたことに感謝申し上げます。 

この大会の中で感じたことをいくつか書かせていただきます。今回の開催は日本でしたが、私た

ち指導者にとっても普段の生活において、この様な国際大会を経験する事もなく、どの様な選手が

集まり、どの様な雰囲気での戦いになるのかを楽しみに参加させて頂きました。開会式やレセプシ

ョン等は想像を遙かに越えており、日本で参加させていただくインターハイや全国選抜大会とは全

く違った空気に驚きました。その中で、日ごろ接することのない海外の選手や私と同様の立場で参

加をしている指導者の方々とコミュニケーションをとることは、私自身にとって貴重な時間となり

ました。大会が始まり、試合が進むにつれ、レベルの高い海外選手の試合を間近で見ること、その

海外選手たちに対して、日本チームをどの様に戦わせていくかを現場で考えることができたこと 

は、今後の指導の財産になったと感じています。 

日本チームとして、ご検討頂きたいことはまず、選手・監督枠の増員です。出来る限り多くの選

手や指導者に私と同様の経験をしていただくべきだと考えます。正直、私自身今回参加させていた

だく決意をするに至るまで様々な迷い、葛藤がありました。日常業務から離れ参加すること、新チ

ームに移行し、新人大会が近い日程の中、自分自身のチームを見ることができないこと。また国際

大会という大舞台で日本代表監督という大役を務めることへの不安もありました。しかし、全日程

終了後は結果的にそのような迷いを払拭し、参加前の不安以上にこれからの糧となる素晴らしい経

験をさせていただいたと感じることができました。どんな方でも初めは、私と同様に上記のような

様々な葛藤があるのではないかと思います。予算的なことなど容易ではないのは承知ですが、全国

各地で日々全国優勝を目指し、指導に携わっている多くの監督の方に少しでも早い段階で、この日

韓中競技大会を経験してもらうことが、全国の高校テニスの底上げにつながると感じています。日

本開催の年だけでも、男女で助監督として、もう１名ずつの参加、選手についても練習相手という

立場ででも何名かの選手を経験として同行させることをご検討頂ければと思います。 

もう１点、ご検討頂きたいことは、大会への集客ならびに高体連からの日韓中に対する告知と大

会の認知向上です。今回、参加している他国の選手に US OPEN Jr の第２シード、結果的に単複で

優勝した選手が参加していました。日本チームとの対戦にも出場し、敵ながら素晴らしいプレーに

衝撃を受けました。私としても、自分自身のチーム全員にこのプレーを見せたいと思いましたし、

同時にもっと多くの部活に励む監督、選手に見てもらいたかったという感想を持ちました。是非と

も高体連としてもっと多くの方が会場に来るように、関心を持つように促して頂けたらと思います。

今回、参加をした日本代表のメンバーにももっと多くの応援の中で、日本を代表して戦っていると

いう意識で戦わせてあげたかったと考えております。 

以上、２点について、ご検討頂ければ幸いです。 



女子監督 

岸 直浩 

（岡山県・岡山学芸館高等学校） 

 

 

8 月 22 日午後、宿泊先ホテルのロビーで選手団が

集結した。スタッフ、選手と顔を合わせ、いよいよ

日本代表としてこの大会に臨むのだなという熱い気持ちになった。早速、試合会場に行き、練習を

した。関東地方は 8 月前半、例年になく雨天が多く、“らしくない”夏だったが、この大会を待っ

てくれているかのように猛暑が戻っていた。 

 23 日も強化練習を行い、24日は午前中指定練習、午後は監督会議、開会式であった。 

 

 25 日、いよいよ試合初日。韓国戦である。 

   日本 ５－０ 韓国 

   田中 2-6.6-4.13-11 平田 7-5.6-3 阿部 6-3.6-2 宮原 6-1.6-2 田中・阿部 6-1.6-1 

試合は 2面進行で行なわれ、シングルスはファイナルスーパータイブレイク、ダブルスはノーア

ド、ファイナルスーパータイブレイク。代表戦という緊張感の中で、気がつけばファーストセット、

田中 2-6、平田 2-5 と大苦戦。しかし、ここから二人とも踏ん張り、逆転勝利。とくに田中がスー

パータイブレイクを制したことで後の試合展開を有利に導いた。3 度のマッチポイントをしのいで

の勝利であった。阿部、宮原とも厳しい試合で快勝。ダブルスもノーアドをうまく押さえ、テンポ

よく試合を進めた。後半、韓国選手から苦笑いの表情がみられるほど、ポーチ、ストレートリター

ンなど攻撃的ショットが面白いように決まった。 

 

26 日、地元茨城県チームとの試合。 

  日本 ５－０ 茨城 

   田中 6-0.6-3 平田 6-1.6-1 阿部 6-1.6-2 宮原 6-3.6-1 平田・宮原 6-3.3-6.10-4 

 地元茨城の積極的なテニスに苦しめられる場面もあったが、要所を締めることができた。 

 

 27 日、２勝同士での中国戦。 

   日本 ２－３ 中国 

   田中 3-6.1-6 平田 3-6.4-6 阿部 6-1.6-1 宮原（対戦相手棄権） 

 阿部・宮原 6-7(4).6-7(5)  

ITF ジュニアランキング 10 位、23 位の選手をそろえる中国チーム。身長は 180cm 前後である。

田中、平田とも健闘したが、結局相手のサービスゲームを一度もブレイクできなかった。２－２で

ダブルスに勝敗の行方がかかる。両セットともタイブレイクの接戦となったが、最後は中国チーム

の攻撃力に押し切られた。 

試合後、閉会式に臨み、11 競技の選手団が一同に会し、交流を深める。 



この大会を通して、選手はとても貴重な経験ができたと思う。日本代表としてその重みを感じて

の団体戦。韓国選手の粘り強さ、中国選手のパワー、攻撃力など、日本では味わえないテニスを経

験し、世界に通じるテニスとは何かを考えてくれたと思う。 

最終日、水戸駅から北へすぐの弘道館を訪れた。水戸藩第九代藩主徳川斉昭は、1841 年に弘道

館を、1842 年に偕楽園を開く。文武修行の場である弘道館に対し、偕楽園は修行の余暇に心身を

休める一対の施設として構想された。「一張一弛」。厳しいだけでなく時には緩めて楽しませること

も大切であるという教えだ。日韓中、そして地元茨城のトップ選手が試合をしているこの会場を訪

れ、試合を見ていた中高生は「一弛」を味わっていたのではないか。このすばらしい大会がもっと

多くの人に知られ、観戦していただければと思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



男子 

白石 光 

（千葉県・秀明八千代高等学校） 

 

 

まず、はじめに「日韓中ジュニア交流競技

会」に参加させて頂きありがとうございまし

た。今回引率 してくださった大園先生、岸先

生、兵藤先生、そしてメンバーのみんなのおかげで楽しい時を過ごすことができ、感謝してい

ます。ありがとうございました 

今回私は初めて日本代表になれたので、とても高いモチベーションを持ってプレーすること

ができました。 中国、韓国、茨城の地元代表チームの 3 チームと試合をしました。ITF ジュ

ニアランキング順の オーダーだったので、全ての試合に S1 として試合をすることができま

した。 

初日の韓国戦では、自分の調子が良く、6-0、6-1 で勝ちました。ダブルスは、丹下君とペ

アを組みました。いろいろな大会で、ペアを組むことが多いので、楽しくプレーでき、ここで

も 6-1、6-3 で勝つことが出来、日本チームが 5-0 で勝利しました。 

2 日目の地元茨城戦はして画年下で負けられないプレッシャーがありましたが、6-0 で勝ち

きることができました。丹下君とここでもダブルスを組み、勝利しました。全体では日本チー

ムの 5-0 の勝利でした。  

最終日の中国戦では ITF ジュニアランキング 5 位の選手と試合をすることができました。

自分の テニスがどれだけ通用するのか楽しみでした。1st セットはキープ合戦のまま 4-4 ま

でいき、ブレークポイントまでとったのですが、そこを取れず、相手の流れになり、4-6 で落

としてしまい、セカンドセットは気持ちに焦りがでてしまい、3-6 で落として負けてしまいま

した。しかしこの相手にも、互角に戦える手ごたえが掴めたことは収穫でした。ダブルスはま

た丹下君と組み、シングルスで負けた相手のペアに勝つことが出来ました。絶対にリベンジし

ようと思っていたので、勝つことが出来本当にうれしいです。チームは 2-3 で負けてしまいま

したが、いい経験になりました。日本代表は 2 勝 1 敗でしたが、勝ち点で優勝することがで

きました。初めてのチームメイトと団結して戦い、優勝で きてとても嬉しかったです。また

このチームでプレーしたいと思いました。 この日韓中では、中国、韓国代表の同年代のトッ

プ選手と国別の団体戦という形で試合をすることができ、なかなか味わえない特別な経験をす

ることができました。自分の課題や通用したところも 分かり、その面でも貴重な経験となり

ました。この経験をいかしてこれからもっと努力して強くなろうと思いました。ありがとうご

ざいました。 

 

 

 



男子 

田口 涼太郎 

（大分県・大分県立大分舞鶴高等学校） 

 

 

はじめに、｢第２５回日韓中ジュニア交流競技会｣に 

参加させて頂きありがとうございます。今回、引率して 

下さった大園先生、岸先生、兵藤先生、日本のメンバー、本当にありがとうございました。先

生方のお陰でこの交流試合をなんの不自由もなく楽しく過ごすことができました。また、試合

の運営をしてくださった茨城県のスタッフの方々のサポートで試合をスムーズに進めることが

できました。本当にありがとうございました。 

私は、外国の選手と試合をするのは初めてで、とても楽しみにしていました。 

１試合目は、韓国との対戦でした。自分が思っていた以上に身長や体格が違い、本当に同じ

高校生かと驚きました。私は、シングルス３にださせて頂き、最初は自分も緊張していて動け

ませんでしたが相手もオムニコート（砂入り人工芝）に慣れしていなかったので自分のペース

で試合を進めることができ、しっかり勝つことが出来ました。ダブルスでは、白石君と組むダ

ブルスは初めてでしたが問題なく勝つことができ、団体戦は日本から５対０で勝つことが出来

ました。 

２試合目は、茨城県選抜と対戦しました。茨城県選抜は初戦の中国との対戦で勝っており自

分達も気が抜けない戦いでした。シングルス３として出てファーストセットは自分のリズムで

取ることが出来ましたが、セカンドセットでは相手も調子を上げてきてキープキープと競ると

ころもありましたが最後はしっかり勝つことが出来ました。団体戦は５対０として日本が勝ち

ました。 

３試合目は中国との対戦でした。先にシングルス１とシングルス２を中国に取られてシング

ル４を日本が取り１対２という場面で自分が勝つと２対２のダブルス戦へ、負けるとそこで日

本の負けが決まる状況でプレッシャーに押されてファーストセットを落としてしまいましたが、

セカンドセットでは徐々に相手のリズムになれセカンドセットを取ることができタイブレイク

に持ち込みました。先にマッチポイントを握るもショットを決められずに逆転で負けてしまい

ました。結果は２対３で中国に負けとても悔しく思います。 

この大会を通して、日本を背負って戦う重さと外国の言葉が分からなくてもスポーツをする

上で同じスポーツマンとして繋がることを実感しました。最後になりますが、日本代表として

｢日韓中ジュニア交流競技会｣に私を選んで頂きありがとうございました。この貴重な経験を今

後のテニス人生に活かせるように、日々努力していきたいです。本当にありがとうございまし

た。 

 

 

 



丹下 将太 

（東京都・早稲田実業学校） 

 

 

はじめに今回の「日日韓・中ジュニア交流競技会」に 

参加させて頂き、本当にありがとうございました。 

また、引率してくださった兵藤直樹先生、大園洋平先生、 

岸直進先生には大変お世話になりました。日本代表選手として有意義かつ充実した時間を過ご

すことができました。心から感謝しています。 

今大会で体感したのは、日本代表として日の丸を背負って戦うという責任と誇りが自分自身

のモチベーションとなったことと、試合ではいつも以上に緊張感が増しことです。この様な気

持ちを持ち続けた上で、国の代表として戦えたので真剣に、本気になって試合に臨むことがで

きました。そして、いつも以上のパフォーマンスを各試合で発揮できました。これは自分にと

って貴重な経験となり、身体に染み付いた特別な感覚となりました。 

韓国、中国との国際試合では普段戦うことのできない各国の素晴らしい選手達と対戦するこ

とができました。各国の対戦相手達からメンタル面やフィジカル面、技術面で大きな刺激を受

け、学び取ることが多々ありました。また、試合前は対戦相手としか認識せず、目も合わせな

かった選手と真剣勝負で臨んだ試合後にはお互いを認め、敬うことができました。ネットを挟

んで勝敗が決した相手とも、試合後には打ち解けられるというフェアプレイの精神を実体験と

して積むことができました。同時に今大会で１番印象に残りました。 

本大会では、様々な方と出会い、国際交流の場を与えて頂き、テニスという競技の素晴らし

さ、スポーツの無限大の可能性を再認識することができ、人間としても成長できたと自負して

います。この大会に出場できたことに感謝するとともに、この大会に出る為に厳しい戦いを勝

ち抜き、この場に辿り着いたことも自分の誇りに思います。また、今回得られた経験をただ

「良い経験だった」という形で終わらせないように今後の練習や日常生活に活かし、より一層

努力していきたいと思います。 

最後に、１週間という短い期間ではありましたが、本大会を一緒に戦い抜き、生活をともに

し、楽しく充実した時間を過ごしてくれたチームメイトに感謝しています。そしてこれからも

良き仲間であり、良きライバルとして切磋琢磨し、ともに成長していきたいと思います。 

また、この交流会を運営して頂いた関係者の皆様や応援に駆けつけてくれた多くの人達に心

から感謝し、これからも成長した姿を見せられるように努力し続けたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 



清水 盾伎 

（東京都・東海大学菅生高等学校） 

 

 

今回、「日・中・韓ジュニア交流会」に参加させて 

頂き本当にありがとうございました。そして、引率を 

してくださった兵藤先生、大園先生、岸先生、関係し 

てくださった皆様ありがとうございました。先生方のおかげでとても充実し、とても良い経験にな

りました。 

試合では№４として出場しました。 

初日の韓国代表との試合では序盤、硬くなってしまい自分のプレーができずに苦しんでいたので

すが相手がオムニコートに慣れていないというのもあり、なんとか１セット目を取り勢いに乗るこ

とができ 2セット目は簡単に取り、勝つことができました。チームとしても 5－0の完勝でした。 

2 日目は茨城県代表との対戦でした。初日、茨城県代表は中国代表に勝っていたけど、日本代表

として負けられない気持ちがありました。初日では全くいいプレーができていなく、納得のいく試

合ではなかったので最初からしっかり油断せず集中していったらとてもいいプレーができ自分もチ

ームも 5－0の完勝でした。 

3 日目最終戦は中国代表とでした。中国トップ 4全員来ていました。 

自分は危なげなく勝つ事ができたのですが、シングルス№1、№2、№3 を落として負けは決まった

のですが、最後にダブルスに白石選手、丹下選手が出てとても熱い素晴らしい試合をして勝ちまし

た。結果としては2－3で負けてしまって悔しいですが、中国の№1は ITFジュニアランキング5位

で世界のジュニアトップ選手のプレーを見ることができたのは自分にとってとてもプラスになりま

した。体の強さ、一つ一つの技術の質、豪快なテニスの中にタッチのセンスがあり、全く違いすぎ

ると感じました。これ以上のテニスはどんなものなのか想像する事ができませんでした。 

今回の交流会で中国、韓国のトップと試合をする事ができとても良い経験になりました。そして、

中国№1 の選手を間近で見る事ができ、どうやったらあんなに強くなれるかはわからないけど目指

す目標や課題ができました。本当に素晴らしい経験をさせて頂き本当にありがとうございました。

この経験を活かしてもっともっと成長します。 

本当に素晴らしい機会を頂きありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



女子 

宮原 三奈 

（福岡県・柳川高等学校） 

  

 

はじめに「第２５回日・韓・中交流競技会」に参

加させて頂きありがとうございました。私は日本代

表に選ばれたのが今回が初めてだったのでとても楽

しみにしていました。今年は開催地が茨城県だったので２２日から２４日まで３日間試合会場でし

っかりと練習し、調整することが出来ました。 

４日目から試合が始まり、私は全試合 S４として出場し、初日は韓国と対戦しました。１セット

目は相手のミスが多く６-1 で取りました。２セット目は相手が粘り強いプレーを見せてきました

が、慌てず前に入ってプレーすることができました。 

５日目は、地元茨城チームと対戦しました。１セット目は２－０から打ち急いで２－３になって

しまいましたが、冷静にプレーすることができたので６－３、６－１で勝利することができました。

また、平田さんと組んだダブルスでは、１セット目は６－３で取ることが出来ましたが、２セット

目はストレートに何回も抜かれてしまったり、ストロークミスで３－６で落としたりしてしまいま

した。しかし、スーパータイブレイクでは平田さんのストロークのおかげで取ることが出来ました。 

最終日は中国と対戦しました。私は相手選手が怪我で欠場したためダブルスのみの出場でした。

２－２でダブルスに懸かった大事な試合でした。１セット目は途中までリードしていたのですが、

なかなかポーチに出れず６－７で落としてしまいました。２セット目は２－５から阿部さんのスト

ロークやポーチのおかげでタイブレイクまで追いつきましたが６－７でしまい負けてしまいました。

もっと積極的にポーチに出ていけば良かったと思います。 

結果は中国に２－３で負けましたが、勝率で最終的には日本が優勝することが出来ました。 

私は今回、海外の選手と試合を通して攻撃のメリハリのつけ方や球種を増やすなど多くの課題が

見つかりました。普段あまりすることのないダブルスに出ることで様々な経験をすることができま

した。また、普段の団体戦と違った緊張感や責任感があり、精神面でも大きく成長できたと思いま

す。茨城で過ごした１週間はとても貴重な時間になりました。また、日本チームの皆さんがとても

優しく接してくださり、楽しい時間を過ごしました。またこのチームで戦えたらと強く思いました。 

最後になりましたが、今回の大会をサポートしてくださった大会関係者、日本体育協会、高体連

テニス専門部の皆様、引率してくださった先生方、地元の方々には心より感謝いたします。今回の

経験を活かし、次の目標に向かって日々努力していきたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

 

 

 

 



女子 

田中李佳 

（兵庫県・相生学院高等学院） 

 

 

まず初めに、日・中・韓ジュニア交流競技会に参加

させていただき、ありがとうございました。海外の選

手と試合をしたりコミュニケーションをとるなど、沢山の経験させていただき、とても楽しく有意

義な一週間を過ごす事ができました。 

今年は日本での開催ということで早めに集合し、合宿をしていただいたおかげで、初めてのチー

ムでしたが、結束力を高めることができました。 

初戦の韓国戦では、相手の速い展開や球に慣れず 1st セットは落としましたが、もっと粘り強く、

ベースラインから下がらない事を意識し逆転することができました。ダブルスは、阿部さんと組み

声をかけあって楽しくプレーすることができました。初戦は、緊張しますが、日本チームは、男女

共に、好スタートを切ることができ、良かったです。 

2 戦目の地元茨城戦は、日本人対決ということで、違う緊張感がありましたが、前日の反省を活

かし最初から攻めにいくことができました。 

3 戦目の中国戦では、ITF ジュニアランキング 10位の選手と試合することができました。日本人

選手ではなかなかいない 180cm を超えた選手でサーブがとても速く、なかなか自分からは攻めさせ

てもらえなかったので、簡単なミスをしない事に集中しました。結果は負けてしまいましたが今の

自分の課題がわかり良かったです。 

今回の遠征では、中国、韓国、茨城県のトップの選手と戦わせていただき、貴重な経験をさせて

いただきました。また、仲間の応援の心強さを実感し、チームで同じ目標を持つことにより、協調

性や責任感を学ぶことができました。 

最後になりましたが、この大会に参加させていただき、楽しく有意義な一週間を過ごさせていた

だきました。高体連の先生方、運営に携わってくださった方々、相生学院の監督、選手の方々、チ

ームのみんなに、感謝しています。この経験を活かしこれからもかんばります。ありがとうござい

ました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 女子 

平田 歩 

（岡山県・岡山学芸館高等学校） 

 

 

まず初めに、日韓中ジュニア交流競技会のメンバ

ーに選考していただき、ありがとうございました。

初めて日本代表の選手として試合をすることができ、とてもかけがえのない経験となりました。 

今までに、海外遠征で外国の選手と対戦したことはありましたが、今回は日本代表ということで、

いつもとは違う緊張感の中で試合をしました。しかし、岸監督、兵藤総監督が温かく見守って下さ

り、仲間の応援のおかげで、しっかりと自分のテニスをすることができました。 

韓国の選手との試合では、相手の選手はとてもパワフルで、ただラリーをするだけでは、打ち負

けてしまうと思い、ロブを織り交ぜることで相手のミスを引き出すことができました。普段の私は

ロブを打つことはほとんどしないのですが、今回は日本代表ということが脳裏をよぎり、起死回生

のためにロブを使いました。 

茨城県の選手との試合では、ミスは多かったものの、常に冷静に判断し集中してゲームをしっか

りと、組み立てることができました。 

ダブルスでは、１セット目は順調にポイントを重ねてゲームを取ることができましたが、２セット

目では、リズムが崩れたことと相手のペアの好プレーもあり、取られてしまいました。しかし、ペ

アと一からゲームを作り直し、ファイナルの１０ポイントタイブレークでは、攻撃的にポイントを

取っていき、勝利する事ができました。 

中国の選手との試合では、レベルの違いを感じ、自分に足りないことを気づく事ができ、学べる

ことが多く、いい刺激となりました。そして、もっと頑張らなければならないと、モチベーション

アップにも繋がりました。 

今回の大会を通じて、日本代表としてメンバーのみんなと一致団結して戦う事ができ、そして仲

良くなることができました。このかけがえのない経験を今後にしっかりと生かしていきたいと思い

ます。 

最後になりましたが、今大会をサポートしてくださった大会関係者の方々、日本体育協会、高体

連テニス専門部の皆様、茨城県の方々、監督方、一緒に戦ってくれた選手の方々、本当にありがと

うございました。 

 

 

 

 

 

 

 



女子 

阿部 宏美 

（愛知県・愛知啓成高等学校） 

 

 

 

 今回「日韓中ジュニア交流競技会」に参加させ

て頂きありがとうございました。 

初めての日本代表となりとても嬉しく喜びを感じていましたが、分からないこともたくさんあり、

大会が始まる前まではとても不安と緊張感を抱えていました。チームの中では、私一人が年下とい

うこともありうまく馴染めるか心配でしたが、みんなとても優しく、楽しく、仲良くして頂き良い

雰囲気で試合に臨めることができ、交流競技会を楽しむことができました。外国人選手と試合をす

るのも初めてで、体格差があり、スピードとパワーで勝負をしてくる相手に対して、どのように対

応していくかを考えながら試合をすることがとても大変でした。 

 最初は韓国との対戦でした。私は、シングルス３とダブルスに出場しました。大会初日というこ

ともあって、韓国人選手がオムニコートに慣れていない中で、有利に試合をすすめる事ができたと

思います。途中で何回か相手のパワーのあるショットに押されてゲームを落としてしまった場面も

ありましたが、自分のペースを乱さないように意識して戦いました。ダブルスでは長身の選手二人

と戦ったのですが、積極的にポーチに出てポイントをとることができ少しは自信に繋がりました。 

 中国戦では、身長差がかなりありとても苦戦しましたが、スピードを抑えコントロールを重視し

て、とにかく気持ちが切れないように粘るプレーを心がけたことで勝つことができました。２－２

で回ってきたダブルスは、ストレートで負けてしまったのですが２セットともタイブレイクと１い

う悔しい結果になりました。中国人選手の長身を生かしたサーブに最後まで対応することができま

せんでした。最終的に日本は、勝ち点差で優勝することができチームに貢献できたことを嬉しく思

います。 

 最後になりましたが、約一週間にわたりサポートして頂いた兵藤先生をはじめ大会関係者の皆様

に心から感謝しています。私にとってこの一週間は国際交流などたくさんのことを学び、経験をし

たことで成長することができたと実感しています。今回の貴重な経験を今後のテニスに活かして、

さらに飛躍できるよう頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



総監督 

兵藤 直樹 

（全国高等学校体育連盟テニス専門部） 

 

 今回は大変貴重な経験をさせて頂き、誠にありがとうございました。心より感謝申し上げます。

日本体育協会の担当の方々には、事前の準備や大会においても丁寧にご指導いただき大変ありがと

うございました。 

また、この大会の成功に向けてしっかりと準備していただいた茨城県テニス協会の皆様のご尽力

に感謝申し上げます。 

会場に関しましても、宿舎から送迎バス３０分程度であり、遠くなく非常に助かりました。また、

コートの状況も適度であり、選手たちもプレーがしやすく、自分たちの力を存分に発揮できました。 

運営、特に進行に関しては、競技方法・規則に関して各国の認識違いもあり、少し混乱することが

ありましたが、茨城県テニス協会の方々の一生懸命な説明により無事に終了することができました。 

宿舎、食事については、ホテルの方々に親切かつ丁寧にもてなしていただきました。また、食事に

ついては、質・量ともに申し分ないものでした。おかげで全くストレスを感じることがなく競技に

集中することができました。 

 ホテル在駐の担当者の方にも本当によく対応していただき、大会に集中することができました。 

私にとっては初めての国際大会であり団長（総監督）という役職でしたので、わからないことば

かりでした。女子の岸監督、男子の大園監督に助いただきながら無事この大会を終えられてほっと

しているところです。 

選手たちはテニス大好き、勝つ気満々の男女各４名が選出されており、初日午後からの練習から

優勝に向けての練習ができました。自分たちで話し合いながら取り組み、そこに両監督のアドバイ

スが活かされて直ぐに「チームジャパン」ができあがりました。 

 試合は、男女とも韓国代表、茨城県代表には５－０の完勝、最終日の中国代表には２－３と惜し

くも敗れましたが、ITF ジュニアランキング上位の選手を揃える相手に最後まで諦めず、一生懸命

にポイントを取りにいった結果、勝利ポイント数の差で中国を上回り、男女優勝することができま

した。  

この大会は国際大会であるので、国際ルールや他の国際大会（団体戦）を基準にして競技の方法

や規則を決定しておいた方が、それぞれ理解しやすく混乱もせず大会が開催できと感じました。 

このジュニア交流競技会テニス競技については、決定されている競技方法・規則が少ないので、大

会前日の監督会議で重要なことを決定することが多すぎ、今年は時間が足りず、未確認の事項があ

るまま大会が始まってしまいました。運営（特に進行）をスムーズに行うためにも、もう少し規則

や方法を加えた方がスムーズに大会が行えると感じました。 

 最後に、この大会の成功に向けてご尽力いただいた全ての関係者の皆様にお礼を申し上げて、報

告を終えさせていただきます。本当に有り難うございました。 

 


