
 

  ※2/17(水)申込方法/ポイント数  変更・更新しております。 

コーチ講習会 

第１回 Intelligence Coaches Program 

by 桜田倶楽部・東京テニスカレッジ& ATPCA 
       この度、桜田倶楽部・東京テニスカレッジでは、当クラブ運営の主な目的である「選手育成」と併せ、テニス界の指導者の皆様を対象にした 

     「コーチ講習会」を新たな事業としてスタートさせてまいります。 

      当講習会は、ATPCA (Australia Tennis Professional Coaches Association)  アジアエリアのディレクター及び ITF国際コーチャーズカンファ 

     レンスの講師でもあるコンラド シン氏 (オーストラリア) とのパートナーシップによるものであり、今後も毎年定期的に開催していくことを目標 

     にしております。外国人指導者のテニス観と科学的に裏付けされた実践的な理論。また、４大大会開催国であるオーストラリアを主とした世界 

     のテニス最先端の情報等を、このコーチ講習会を通じて出来るだけ多くの方々にお伝えすることは非常に有意義であると考えております。 

      年々進化する世界の攻撃的なスタイルに沿ってコーチングする方法も変化していくことは必然であり、高いレベルのパフォーマンスに選手を 

     導いていくためには、そこに関わる指導者が常に新たな知識を学び、将来を見据えた指導が求められます。そうした現場に向き合う指導者や 

     関係者の皆様にとって役立つ情報 (Intelligence) を得る機会になることを目的として取り組んでまいります。 

      是非、当企画の主旨を皆様にご理解していただけたら幸いです。ご参加をお待ちしております。 

                               Intelligence Coaches Program コーディネーター  /  桜田倶楽部・東京テニスカレッジ 渡邊大輔 

 

 主   催：桜田倶楽部・東京テニスカレッジ  

 共   催：関東テニス協会・（一社）東京テニス協会 (東京会場) 

 後    援：関西テニス協会/沖縄県テニス協会/ (公社）日本プロテニス協会、  

 公   認：①当講習会は、(公財)日本テニス協会公認スポーツ指導者の研修ポイント 

         （１日間/大阪２ポイント・東京２ポイント・福岡 2 ポイント・沖縄  ポイント）の対象になります。 

        ②当講習会は、(公社)日本プロテニス協会指導者の研修ポイント（１日間 2 ポイント）の対象になります。 

   ※現在、（公財）日本テニス協会の研修ポイント(沖縄)申請中です。 

     ポイント数決定しましたら桜田倶楽部ホームページにてお知らせ致します。 

 主   管： 桜田倶楽部・東京テニスカレッジ 

         Australia Tennis Professional Coaches Association （ATPCA)  

 (※ATPCA は、元はオーストラリアテニス協会から発進した後、現在は独立し、国際的に認知された歴史ある組織です） 

 期日および都市：2016 年 4月 9 日(土)より 4 都市を回って開催 ＊スケジュールの詳細は裏面に記載 

            4/9(土) 沖縄、 4/11(月) 福岡、 4/13(水) 大阪、 4/14(木) 東京 で開催を予定 

 講義内容：「世界に通用する選手を育てるための最新指導メソッド」 

         (テクニック編）バイオメカニクス(運動力学)理論からの最新テクニック指導メソッド（映像を使っての指導） 

         (戦術編） 現代のテニスに必要な戦術指導法 

         （フィジカル編）オンコートにおける特有のフィジカルトレーニング法 

 講 師：コンラド シン (オーストラリア国籍 / China Elite Tennis Academy代表、ATPCAアジアエリアディレクター、ＩＴＦ World Conference 講師） 

      シント カサノバ（スペイン国籍 / 元 CETA チーフコーチ、現在埼玉グリーンテニスプラザに所属） 

 コーディネーター：渡邊大輔（桜田倶楽部育成部門ヘッドコーチ、日本テニス協会公認Ｓ級エリートコーチ） 

 受講費： 10,000 円（１名、税込) 

 申込方法：①支払の方法 当日、受付にてお支払ください。 

        ②申込み方法  指定の申込み用紙にご記入の上、 

             FAX 042-488-1610  もしくは 郵送 にて下記問合せ先までお申込み下さい。 

          ※E-mail でのお申込みを希望の方は、渡邊 dwnetworkorg@gmail.com までご連絡ください。 

           ※申し込み後のキャンセルは致しかねますので、ご了承下さい。 

 問合せ先：桜田倶楽部・東京テニスカレッジ 

       （所在地）〒182-0017 東京都調布市深大寺元町２－３２－１ （電話）０４２－４８８－８８７０   担当：渡邊 

 定  員： 各会場 50 名 (参加者が２０名に満たない場合は、その会場での開催が不成立となる場合がございます) 

 締  切： 2016 年 2 月 29 日(月) 

 備  考： 各会場にて ATPCA ライセンスについての紹介をさせていただきます。 

 

 

 <講師プロフィール> 

 

 

                    

            

   Conrad Singh /Australia (ｺﾝﾗﾄﾞ ｼﾝ / ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 

 CETA(China Elite Tennis Academy)代表 （中国上海を拠点） 

 ATPCA アジアエリアディレクター （ATPCA=Australian Tennis Professional Coaches Association） 

 バイオメカニクスの学士をベースに著作やプレゼンターとして活動。選手をトップパフォーマンスに引き上げるための 

豊富なアイデアと科学的に裏付けされたメソッドは国籍を超えて多くの選手や指導者たちから評価されている 

主にオーストラリア、ヨーロッパ、日本などで指導経歴を積む 

 ATP、WTA のツアープレイヤー及びトップステージを目指すジュニアを多数育成指導 

 Tennis Australia(オーストラリアテニス協会）レベル３ “Elite High Performance Coach ” 

  （*Elite High Performance Coach は、オーストラリアで最も高い位置にある資格） 

 ITF国際コーチャーズカンファレンス 2015講師 

 

 

 

 

 

             

    Cinto Casanova/Spain (ｼﾝﾄ ｶｻﾉﾊﾞ / ｽﾍﾟｲﾝ) 

 主にスポーツ科学における教養をベースに、スペイン、中国（上海）にてキャリアを積み、特に上海においてはコンラド氏が主宰す

る「China EliteTennis Academy」 のフィジカル部門 チーフとして活躍 

 多くの WTA 選手や ITF世界ジュニアランキング No1をマークした Xu Shilin 選手を含む中国ナショナル女子 

 チームのメンバーや、ITFレベルのジュニアに至るまでのフィジカル部門を指導 

 また、2015年ロレックス上海マスターズ時に開催された「ATPCA コーチャーズカンファレンス」においては、 

 フィジカルトレーニングについての講師を務めた 

 フィジカルの強化と技術スキルの習得を結びつけることが信条 

 

 <コーディネータープロフィール> 

 

 

 

 

 

             

   渡邊大輔 

桜田倶楽部・東京テニスカレッジ 育成部門ヘッドコーチ 

（公財）日本テニス協会公認 S級エリートコーチ 

プリンスアドバイザリースタッフ 

「主な指導経歴」 

長年、主に桜田倶楽部にてＩＴＦ及び全国トップジュニアを育成、指導 

イタリアを拠点にし現地の WTA及びＩＴＦ選手を指導（2000～2002） 

ナショナルチーム U18および U21 メンバーと国内外遠征を同行指導（2010～12） 

(株) グローブライドにてプリンス選手担当スタッフとして活動(2012～14)、 2015年～ 現職 

mailto:dwnetworkorg@gmail.com


 

<参加申込書> 

 

ふりがな  指導者資格 

ローマ字  ※該当資格に〇をお願い致します。 

S級コーチ・コーチ・教師・指導員 

上級コーチ・上級教師・上級指導員 

普及員・無資格（一般参加） 

氏名 
 

生年月日    年   月   日        (        )歳                              

住所 〒 

 

 

電話 (            －          －           ) 

携帯 (            －          －           ) 

e-mail 

※申込み締め切り後、メールにてご連絡致します。    

指導者登録 No 

勤務先 勤務先名 

 

〒  

 

 

電話  (            －          －           ) 

参加希望会場 

※希望会場に〇をお願い致します。 

4月 9日（土）沖縄 

4月 11日（月）福岡 

4月 13日（水）大阪 

4月 14日（木）東京 希望連絡先 
自宅  ･   携帯  

 ※お申し込み後のキャンセルは致しかねます。予めご了承下さい。 

 

                             キリトリ線                                            

  

 

ご提供頂く個人情報は、申込み手続き以外には使用いたしません。 

 <講義会場およびスケジュール> 

 

                   ※一部タイムスケジュールが変更となっております。ご確認をお願い致します（2016.2.12現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <会場案内> 

 

 沖縄県総合運動公園 

    〒904-2173 沖縄県沖縄市比屋根５丁目３−１ TEL：098-932-5114 

 

  九州国際テニスクラブ 

    〒811-2233 福岡県粕屋郡志免町別府北 2-15-1 TEL:092-611-3303 

 

   江坂テニスセンター 

    〒564-0054 吹田市芳野町 13-50 TEL:06-6338-1472 

  

   昭和の森テニスセンター 

    〒196-0014 東京都昭島市田中町 600番地 TEL: 042-543-2103 

期日 都市 会場 タイムスケジュール  

4 月 9 日(土) 沖縄 県総合運動場 
インドア 

オムニコート 

8：15～8：55 受付 

9：00～10：30 バイオメカニクス的観点からの技術強化 （コンラド） 

10:30～12:00 現代テニスに必要な戦術指導法 PARTⅠ （コンラド） 

昼休み 

13：00～14：30 オンコートにおける特有のフィジカルトレーニング法 

                                    （シント） 

14：30～16：00 現代テニスに必要な戦術指導法 PARTⅡ （コンラド） 

 

4 月 11 日(月) 福岡 
九州国際 

テニスクラブ 

インドア 

オムニコート 

4 月 13 日(水) 大阪 江坂テニスセンター 
インドア 

ハードコート 

4 月 14 日(木) 東京 
昭和の森 

テニスセンター 

インドア 

ハードコート 


