
レンチオープンで史上６人目の生涯
グランドスラムを達成しただけでな
く、グランドスラム・タイトル数でも

サンプラスに並ぶ史上最多タイの14個目を
獲得したフェデラー。
大記録を達成し一息ついて休養したかっ

たのだろう、フェデラーはフレンチオープン
後の芝大会にエントリーせず、ぶっつけ本
番でウィンブルドンに臨んだ。フェデラーは、
その芝の特性を十分に熟知しているとはい
え、芝大会は昨年のウィンブルドン以来１年
ぶり。不安要素はあった。
しかしウィンブルドンが始まると、「芝で
の戦い方は知っているよ」と自信に満ちたフ
ェデラーは、その言葉どおりコートに突き刺
さるような鋭いサーブでエースを決め、次々
と勝利を重ねていく。１回戦の盧からは10
本、２回戦のガルシアロペスからは11本、
３回戦のコールシュレイバーからは15本の
サービスエースを奪取。そして、フレンチオー
プン決勝の再現となった４回戦、対ソダーリ
ン戦では23本のサービスエースを奪い（対
するソダーリンは16本）、サーブが好調なこ
とをアピール。ソダーリン戦後の記者会見で
も「今日の試合はサーブのコンテストをして
いるみたいだったね。もっとラリーをしたか
ったよ。でも、僕はいいサーブを打てれば勝
てると思っていたんだ」というコメントから
も、フェデラーがサーブに重点を置いて戦っ
ていたことが分かる。
その後、準々決勝でカルロビッチ、準決勝

でハースをストレートで下したフェデラー。
フェデラーのサーブはソダーリンやカルロ
ビッチのそれと比べると、特別スピードがあ
るというわけではない（サーブのスピードラ
ンキングではトップ10外）。しかし、今大会
のサービスエースランキングではロディック
（187本）、カルロビッチ（160本）に続く第
３位を記録（127本）。ロディックやカルロ
ビッチはスピードのあるサーブをセンターに
入れていくことが多いが、フェデラーはセン
ターだけを狙うのではなく、２本連続ワイドに
入れてサービスエースを取ったり、センター
に入れた次のポイントではワイドへ流れる
サーブを入れたりと、うまくコースを打ち分
けていたことが特徴的だった。

撃を仕掛けたフェデラーの展開が見事に当
たり、ブレークに成功。ウィンブルドン決勝戦
としては史上最多ゲームとなる、ファイナル
セット16－14でフェデラーが勝利した。

の決勝戦だけで50本ものサービス
エースを奪ったフェデラー（ロディッ
クは27本）。その内訳は、デュースサ

イドではワイドに11本、センターに16本、アド
サイドではワイドに13本、センターに10本。こ
こからは、相手に的を絞らせずコースを打ち
分ける高いテクニックを発揮したことがわか
る。ロディックもまた、「フェデラーのサーブは
スゴかったね。僕もいいラリーを続けることが
できていいプレーをしたけど、彼のサーブが
よすぎたよ。もし彼があのようなサーブを打っ
ていなかったら、僕はもっといいムードでここ
に座っていただろうね」と記者会見でフェデ
ラーのサーブの強さを改めて感じたようだ。
対するフェデラーは「今日は難しかった

ね。サーブとリターンのゲームで、グラスコー
トではよりクラシックな展開だった。全然ブ
レークできなかったから、勝ててとても満足
しているよ」と安堵した様子。また、グランド
スラム最多優勝を更新したことについては
「６年という短い間で15度の優勝を果たせ
てクレイジーだね。僕は本当に幸せ」と喜び
を爆発させた。今回のウィンブルドン優勝で
新たな伝説を作ったフェデラー。「（妻の）ミ

にその配球のうまさが発揮されたの
が、ロディックとのサービスゲームの
キープ合戦が続き一つでもブレーク

されたら命取りになるような決勝戦。この試
合、ビッグサーバーのロディックが相手で、し
かも貴賓席ではかつての王者サンプラスやボ
ルグが見守っていたということもあったのか、
フェデラーはよりいっそう気合が入りサービ
スエースを量産する。そしてお互いに２セット
ずつ取った最終セット、８－８のフェデラー・
サーブの第17ゲームで15－40とロディック
に２ブレークポイントを握られた。しかしまず
ワイドへのサービスエースで30－40。続くポ
イントでは、エース級のサーブを何とか
ロディックがリターンしたところを、前に詰め
てドライブボレーでエース。危なげなくデュー
スまで持ち込むと、このゲームをキープ。その
後、お互いのサービスキープが続き、フェデ
ラー・リードの15－14で迎えたロディックの
サービスゲーム。ロディックの得意とするセン
ターへのサーブに的を絞り、リターンから攻
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・R・フェデラー、グランドスラム・タイトル15個目
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ロジャー・フェデラー 　 史 上 最 多 のグランドスラム・タイトル 1 5 個目！！

ルカの夢は、生まれてくる子どもに僕のプ
レー姿を見せること。ミルカのためにも、もう
数年間プレーするよ」と、これからもレジェンド
たちを越える伝説を作ってくれるに違いない。
09年ウィンブルドン・サービスエース数
１位 A. ロディック 187
２位  I . カルロビッチ 160
３位 R. フェデラー 127
４位 A. マレー 98
５位 N. アルマグロ 81

ウィンブルドン優勝回数
１位 P. サンプラス ７
 W. レンショー
２位 R. フェデラー ６
３位 B. ボルグ ５
 L. ドーハティ

グランドスラム優勝回数
１位 R. フェデラー 15
２位 P . サンプラス 14
３位 R. エマーソン 12
４位 B. ボルグ 11
 R. レーバー

HEADSIZE(sq.inch)
WEIGHT(g)

BALANCE(cm)
THICKNESS(mm)
LENGTH(inch)

STRINGS PATTERN
PRICE(tax-included)

90
320
31.5
1 7
27.0

16X19
¥36,750

[K]SIX.ONE TOUR 90

ロジャー・フェデラー
使用モデル

サンプラス、ボルグが見守る中!!

芝の王者が魅せた
最高のドラマ。
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Venus    
Williams

からもわかるように、芝ではめっぽう強い。
持ち前の高速サーブを生かし、１回戦から
準決勝まですべてストレートで勝利。特に、
準決勝では第１シードのサフィーナをわず
か51分(6-1、6-0)で退けてみせた。
一方のセリーナは第２シードとして登場。
今年のオーストラリアンオープンは優勝、フ
レンチオープンではベスト８とグランドスラ
ム大会ではまずまずの成績を残している。今
大会は、姉ヴィーナスと同様に準々決勝まで
はすべてストレートで勝利。そして準決勝で
は、デメンティワにマッチポイントを奪われ
ながらも逆転勝ちで決勝に進出。試合後、デ
メンティエワが「ファインティング・スピリッ

2009 WILSON FREE PAPER
NEWS

年同様、姉ヴィーナスと妹セリーナ
のウイリアムズ姉妹対決となった
今年のウィンブルドン女子シングル

ス決勝戦。ウイリアムズ姉妹によるグランド
スラム決勝戦は、01年US オープンを皮切り
（ヴィーナスが勝利）に今回で８回目。昨年の
ウィンブルドン決勝戦は、ヴィーナスがスト
レートでセリーナを下して５度目のウィンブ
ルドン優勝を果たしたが、過去の対戦成績
は５勝２敗と妹セリーナが勝っている。
今大会第３シードのヴィーナスは、２回
戦から左足のヒザ周りにサポーターをし始
め、本人は「ただ足をサポートしているだけ」
とは言うものの動きに精彩を欠く場面が多
かった。しかしそのような状態でも、185㎝の
長身から打ち下ろすサーブを武器に、芝で
は抜群の強さを発揮するのがヴィーナス。
今年、オーストラリアンオープンは２回戦
敗退、フレンチオープンは３回戦敗退と
ここまでグランドスラム大会では目立っ
た成績を残せていないが、過去２年この
ウィンブルドン・タイトルを取っていること

年プロ転向したばかりの17歳、
オーディンは、予選を含めると今回
のウィンブルドンで５度目のグラン

ドスラム出場。今大会の予選を勝ち抜くと、
本戦１回戦でバンマー（第29シード）に第１
セットを先取されるものの逆転勝ち。これで
勢いづいたのか、続く２回戦でも逆転勝利。
一躍、メディアの間でも話題になった。
近年の女子テニス界において、身長
168cmのオーディンは小柄なほうだ。しか
し、｢私のテニスはスピードがカギ。身長がな
い分、エナンのようなすばらしいフットワー
クが必要ね。だって、長身でなくても素早

Melanie Oudin

トが他の選手とは全然違うわ」と感嘆したよ
うに、強い精神力とずば抜けた身体能力を
持つセリーナは横に振られた劣勢時でも強
烈なカウンターを打ち込む勝負強さを見せ
て、ウィンブルドンの準決勝としては最長と
なる２時間49分の試合を制した。
こうして勝ち上がったウイリアムズ姉妹の
決勝戦は、第１セットからタイブレークにも
つれる接戦に。そしてタイブレークに入った
途端、疲れが見えてきたヴィーナスに対し、
ギアを一段上げて勝負に出たのがセリーナ。

ハードヒットを続けて6-3でアップすると、最
後はネットに詰めてきたヴィーナスの頭上を
抜くロブを決めて第１セットを先取。その後、
第２セットに入っても、「１セット目を取った
ときは本当に興奮したけれど、冷静でいなく
ちゃいけないと思ったの」とゲームに集中し
続けたセリーナは、第１セット以上に驚くよ
うな鋭いフォアのダウン・ザ・ラインやバック
のアングルショットを打ち込みポイントを重
ねた。ヴィーナスもサービスエースで何とか
キープしていくものの、ヴィーナス・サーブの
第６ゲームをセリーナがついにブレーク。こ
れでヴィーナスは力尽き、セリーナが６年ぶ
りのウィンブルドン優勝と共に11度目のグ
ランドスラム優勝を成し遂げた。

優勝が決まった瞬間、
姉ヴィーナスの前では
やや遠慮がちに喜んだセ
リーナだったが、記者会
見では「とても信じられ
ないわ！すごくうれしい。
次は、私のあこがれの人
ビリー・ジーン・キングの
ように12個目のグランド
スラム・タイトルを取りた
いわ！」とすでに次のUS

オープンを視野に入れているよう。現在活躍
中の女子選手の中でも不屈の精神力と優
れた運動能力を併せ持つセリーナが、
今大会のように能力を発揮すればフェ
デラーと共に、今後より多くのグランド
スラム・タイトルを獲得していくだろう。

セリーナが11個目の
グランドスラム・タイトル獲得！

アメリカ女子に
ニューホープ誕生！
初出場の17歳オーディンが
ベスト16の快挙！

２年連続の姉妹対決を制したのは
強いメンタルと高い運動能力を発揮した、妹セリーナ

グランドスラム優勝回数
１位 マーガレット・スミス・コート 24
２位 シュテフィ・グラフ 22
３位 ヘレン・ウィルズ・ムーディー 19
４位 マルチナ・ナブラチロワ
 クリス・エバート 18
５位 ビリー・ジーン・キング 12
６位 セリーナ・ウイリアムズ 11

いフットワークがあれば、世界一になれる
とエナンが証明してくれたから｣と言うよう
に、素早いフットワークで身長のハンディ
をカバー。また、ダイナミックなフォームか

ら生まれるストロークが、正確かつ安
定感があることも大きな武器だ。
このフットワークとストロークで、
３回戦では第６シードのヤンコビッ
チを２－１で退けてみせた。「勝つこ
とができたなんて、自分でも信じら
れないわ！」と試合後のオーディンは
興奮気味で、トップ10からの勝利を素
直に喜んでいた。
そして、勢いのまま挑んだ４回戦でラド
ワンスカ(第11シード)と対決。オーディン
は前へ詰めた場面でもバックのスライスで
返球するなど驚くようなプレーを披露。そ
うして接戦を演じたものの「彼女のドロッ
プショットにやられたわ」と、ラドワンスカ
の巧みな攻撃の前に持ち前のフットワーク
を封じ込められ４－６、５－７と惜敗。「負
けたのは残念だけど、ここで戦えたことは
とても幸せだった。この経験をひと言で表
すと『ビックリ』かな」と笑顔で大会を振り
返った。
「７歳のときにテレビでヴィーナスやセ
リーナを見て、彼女たちのようになりたくて
テニスを始めたの。いつか世界№１になり
たいわ。」と、頂点を狙うオーディンの挑戦
はまだ始まったばかりだ。

Serena  
Williams

HEADSIZE(sq.inch)
WEIGHT(g)
BALANCE(cm)
THICKNESS(mm)
LENGTH(inch)
STRINGS PATTERN
PRICE(tax-included)

104
289
32.5
22
27.25
18×19
¥35,700

[K]BLADE TEAM 104
ウイリアムズ姉妹
使用モデル

HEADSIZE(sq.inch)
WEIGHT(g)
BALANCE(cm)
THICKNESS(mm)
LENGTH(inch)
STRINGS PATTERN
PRICE(tax-included)

93
324
31.0
20
27.0
18×20
¥36,750

[K]BLADE TOUR 93

GAUGE(mm)
LENGTH(m)
PRICE(tax-included)

1.27
12.2
¥3,150

[K]GUT 17

メラニー・オーディン
使用モデル

昨

昨

姉妹で闘った。
ヴィーナス・ウィリアムズ（姉）とセリーナ・ウィリアムズ（妹）。姉妹で築き上げたグランドスラム・女子ダブルスタイトルは9つ。4つのグランドスラムすべての女子ダブルを制覇しており、
（Australian Open 3勝、 French Open 1勝、 WIMBLEDON 4勝、 US OPEN 1勝）　キャリア・グランドスラムを達成している。この記録はジジ・フェルナンデス＆ナターシャ・スベ
レワ組以来の3ペア目となる。また、ウィリアムズ姉妹は、シドニー五輪と北京五輪でも金メダルを獲得しており、キャリア・ゴールデン・グランドスラムも達成している。
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ボールの後ろを見るつもりで、しっかりと回り込む。
出来るだけ高い打点で捕らえる。
狙いは落下地点ではなく、ネット上の通過ポイントを狙う。
ボールにはトップスピンではなく、押さえ込みながらサイド
スピンをかけるように、ボールの2時方向から8時方向をイ
メージして振りぬく。この時、トップスピンをかけると、バウン
ドが高くなり、相手に追いつかれるので注意。
スウィングスピードを最大限に高めて、全力で振りぬくこと
が大切。

ルキシロン・ショットルキシロン・ショット
一撃必殺！ エッグボール以上の威力!! 世界トップ選手が駆使する

WIMBLEDON での
LUXILON使用率、

男子 67%、
女子 51%！

HOW
TO 
DO?

解説＝杉山記一（Wilson Advisory Staff）
最高位ランキング：ATP316位、JOP6位
所属：橋本総業 

自分に合わせて
２つのセッティングから選べる！

錦織 圭愛用の KEI’S  CHOICE  
９月24日発売開始!!現在、錦織 圭はメイン（縦糸）に『アルパワーフロー

ロ』、クロス（横糸）に『ナチュラル16』を張っている。
これは錦織が「世界トップレベルのライバルたちのパ
ワーとスピードは想像以上の高い次元にあります。そ
のライバルたちとの連戦を戦うために選んだセッティ
ングです」と言うように、高いレベルでパワーとスピー
ドを向上させるための組み合わせ。錦織が「フォアがよ
り攻撃的になりました」とも言っているように、より攻
撃力がアップするセッティングだ。
しかし錦織は、昨年までメインに『エンデューロプ

ロ』、クロスに『ナチュラル16』を張っていた。これは
錦織が17歳の時から愛用していた組み合わせで、この
セッティングでデルレイビーチ優勝を飾り、ＵＳオープ
ンでもベスト16に入った。「フィーリングがマイルドで、
スピンもかけやすい。まだまだ体の出来上がっていな
かった僕には、ベストなセッティングだと思います。と
言う錦織。体がまだ出来上がっていないジュニアには、
こちらのチョイスがよさそうだ。

KEI’S CHOICE
PREMIER
NATURAL 16×ALU POWER FLUORO
価　格　5,775円
ゲージ　NATURAL＝1.30㎜
　　　　ALU POWER FLUORO＝1.23㎜

KEI’S CHOICE
TOUR

NATURAL 16×ENDURO PRO 16
価　格　5,040円
ゲージ　NATURAL＝1.30㎜
　　　　ENDURO PRO＝1.30㎜

界TOP選手の間で「ルキシロン・
ショット」と呼ばれているショット
がある。

それは、回り込みフォアハンドストローク
を逆クロス・ショートアングルに打つショッ
トのこと。しかも、スピンを多く加えることで
生まれる「エッグボール」とは違い、高速で
飛行し、更にサイドラインめがけて急速に落
下する一撃必殺のショットのことを示す。

このショットは2000年、2001年とフレン
チオープンを連覇したクエルテンが生み出
したと言われており、その名前は「ルキシロ
ンを使用することで可能になる」と言われた
事に由来している。
今年、生涯グランドスラムとグランドスラ

ムタイトル15個という大記録を樹立した
フェデラーも、2002年から「ルキシロン・
ショット」を得るために、横糸にALU POWER 

ROUGHを使用している。ちなみにこれは
仲の良いヘンマンのアドバイスによるもの
らしいが、この変更後の活躍は周知の通り
で、ルキシロンがこの怒涛の快進撃を可能
にしたとも言えるのである。
その一撃必殺の武器を求めて、フェデラー

だけでなく、錦織圭、デルポトロ、ツォンガ、
モンフィスといった次代を担う選手もルキシ
ロンを使用してきており、また年々増え続け

世

Point 1 ▶
Point 2 ▶
Point 3 ▶
Point 4 ▶

Point 5 ▶

このショットは、ネットの高い危険なゾーンを通さなければならず、なおかつ正確なコントロールが必要と
なるので、ハイリスクなショットと言えるでしょう。しかし、一撃必殺のショットとなるので、次のポイントに注
意して、繰り返し練習し、自分のモノにしてください。また同じ構えから、“ダウン・ザ・ライン”を交えると、その
効果は更に高まります。

る使用率が、ルキシロンストリングの性能の
高さを物語っている。
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大学テニスサークル内のミスコン“Miss W ”が決定！100名以上の応募の中から選ばれた、2009年ウイルソンの看板娘たちを紹介しよう!!

ウイルソン・ブランドの顔として、カタログモデルやイベントコンパニオンなどで
活躍する“Miss W”。毎年、日本全国の大学テニス同好会に所属し、テニスを
楽しんでいる元気な女性の中から選ばれるこのコンテスト。今年は去る７月
７日、東京・青山にてミスを決定する最終選考会、及び授賞式が行われた。
100名以上の応募の中から、書類選考、電話インタ
ビュー選考、３万件を越えるのネットでの一般投票な
どの厳しい審査を経て最終選考会にノミネートされた
のは35人。選考会が行われたパーティー会場では、
華やかにドレスアップした候補者が舞台に上がり自分
をアピール。“ミスウイルソンとしてどう活動していきた
いか”など、意気込みを語った。

そして最終選考審査の末、今年のミスに選ばれたのは６名。さらにその中から、
グランドミスに選ばれたのは、慶應義塾ソフィアテニスクラブ所属の稲生有希さ
ん。「とても嬉しい、という言葉しか見つからないです。これからミスとして精一杯
頑張りたいです」と抱負を語ってくれた。
テニスシーンを華やかに盛り上げてくれるミスウイルソン。彼女たちの今後
の活躍に要注目だ!!

ウイルソンブランドの
看板娘！
ミス ウイルソン
2009 Miss.W 決定!!

TOPICS

岩佐 由布子（甲南女子大学・甲南WIN-WIN）
当日は、パーティーを楽しもう!!という気
持ちで行っていたので、自分の名前が出
た時は、すごく驚きました。推薦してく
れた先輩や,応援してくれた方には、感謝
の気持ちでいっぱいです!!!みなさんに恩返
しが出来るように精一杯頑張りたいです

(̂ )̂。これからミス・ウイルソンとしての活動がとても楽
しみです♪♪挑戦する事が大事!!という事がわかったので、
これからも色んな事に挑戦していきたいです!!そして、その
経験を通して自分自身も成長していきたいなと思います。

IWASA

黒須 智子（東京女子大学・東大サンフレンド）
今回はミスに選出していただき本当にあり
がとうございます。選ばれた時はまさか自
分だとは思っていなかったので本当に驚き
ました。また、ミスクラシック賞も頂く
ことができて本当に嬉しかったです。コ

ンテストに出場する機会を与えてくださった
サークルの先輩、またミスになったことを祝福してくれた
家族と東大サンフレンドの皆さん、他たくさんの友人に心
から感謝します。これからできるだけ多くの方にテニスの
楽しさを伝えられるよう精一杯頑張りたいと思います。

上月 アリアンヌ 美夏子
（上智大学・フライハイト）

選んでいただけると思っていなかった
ので、驚きと喜びで胸がいっぱいです。
初心者なので、テニスのレベルはま
だ低いですが、毎日沢山練習してい

ます。練習を通じて、サークルの先輩や仲
間との絆が深まり、心身共に充実した生活を送っていま
す。今後は、より多くの方達のお手本となるテニスライ
フを送る事ができるように努力していきたいです。

川原 佑香（西南学院大学・ライフスタイル愛好会）
今回ミスに選んでいただいて、うれしい気持
ちでいっぱいです。応援してくれた家族や友
達に感謝しています。これからの活動では、
大好きなテニスに関わるお仕事ができると
いうことですごくワクワクしています。

笑顔で楽しくテニスの楽しさを伝えられたらい
ぃなと思っています。

瀬戸山 結衣（東京大学・東大グリーン）
まさか自分がミス・ウイルソンになれ
るとは思わなかったので、選ばれた時
はすっごく嬉しかったです☆★ちょう
ど授賞式の日は私の20歳の誕生日だ
ったのですが、忘れられない最高の

誕生日になりました！今、ここまで応援し
てくれたサークルのみんなに感謝の気持ちでいっぱいで
す。これからミス・ウイルソンのお仕事を頑張って、た
くさんの人にテニスの楽しさを伝えていきたいです♪

SETOYAMA
KOUZUKI

稲生 有希（慶應義塾大学・ソフィアテニスクラブ）

今回ミス・ウイルソンに選出していた
だき大変嬉しく思っています☆+。私は
テニスが初心者でも楽しめるスポーツで
あるところに魅力を感じました。私自
身大学に入学してからテニスを始めま

したが、今は楽しくて早く上達したいと願うばかり
です。私をテニスサークルに勧誘して下さった先輩方
には本当に感謝しています!!これからミス・ウイルソン
の活動を通して、私も少しでも多くの方にテニスの楽
しさを伝えられたらいいなと思っています。

現Miss Wを含めた17名の
Miss W達。

INAO KUROSU

KAWAHARA

ド
キ ドキ 同好会の練習日、「以前から気になっていた」とういう人気のフレンチコンパクト「ルノートゥインゴ」をMiss 

Wの多賀恵理奈さんが試乗体験！乗り心地や、インテリアの印象などについてレポートしてもらった。

【試乗レポート】
「今日は久々に運転しました。緊張していたんですが、小
回りが利いて、とても楽に運転することができました。
運転席に座ると、インテリアがすごくかわいくて、“フラン
スの車”って感じがお洒落でした。ワイパーとウィンカーが
左右逆だったので何度か間違っちゃいましたけど…（笑）。
特に丸くてかわいいメーターが印象的でした。実際に
走ってみると、クイックシフトが楽しくって、女の子でも
ちょっとしたレーサー気分も味わえちゃいます。自分で運
転するのも楽しい車ですが、彼氏がこんな車で迎えに来
てくれるとちょっとうれしいなって思いました。」

今回の試乗車両はルノー トゥインゴ　QSリミテ　183万円　
                                                     ※全国 30台限定車
                  店舗・トゥインゴに関しては
                  ルノー・ジャポン
                  www.renault.jp
                  撮影協力：（財）𠮷田記念テニス研修センター

ルノートゥインゴの試乗キャンペーンを下記11店舗で実施中。
試乗された方にはWilson Goodsを先着でプレゼント！
8月31日まで（数には限りがございます。）
ご希望の場合は事前にお店に「MissWの試乗レポートを見ました！」
とご連絡ください。
ルノーふじみ野、ルノー目黒、ルノー墨田、ルノー東京有明、
ルノー練馬、ルノー世田谷、ルノー小平、ルノー八王子、
ルノー神奈川　東神奈川、ルノー神奈川　厚木インター、
ルノーカレスト座間

                             ドキドキ試乗レポート！


