
第 2 回グラスホパー全国ジュニアテニス in 佐賀大会 
（夢はウインブルドンへ） 

《開催要項》 
 

日本のジュニアテニスの育成を目的とした大会を開催します。奮ってご参加ください。 
① テニスのメッカ「ウインブルドンへの道」の最初のゲートとしての大会（グラスコート）を経

験させること。 
② 全国規模による 13 歳以下の大会を通じて技術向上を目指し、世界に通じるテニス選手として

の資質を高めること。 
③ 公開講座は、テニスの壁を乗り越えて、様々な分野の情報を取り入れ文化を共有すること。 
④ 滞在型によりテニスの歴史はもとより佐賀の郷土、歴史、文化に触れ人間力の資質向上を目指

すこと。 
 
主  催 「夢はウインブルドンへ」実行委員会   共  催 佐賀市 
後  援 総務省、文部科学省（財）地域活性化センター、日本テニス協会、九州テニス協会、 
     佐賀県テニス協会、日本女子テニス連盟佐賀支部、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、 
     西日本新聞、佐賀新聞、ＮＨＫ佐賀放送局、㈱サガテレビ、ＮＢＣラジオ佐賀、 
     エフエム佐賀、佐賀県教育委員会、（財）佐賀県体育協会、九州朝日放送、FBS 福岡放送、

RKB 毎日放送、テレビ西日本 
特別協賛 ヨネックス株式会社 （財）ヨネックススポーツ振興財団 
協  賛 大塚製薬㈱  ＮＴＴネオメイト九州  ㈱積水ハウス 
協  力 全日本空輸㈱、ウインブルドン九州テニスクラブ、テニスマガジン、テニスクラシック・

ブレイク、スマッシュ 
期  日 平成１８年８月４日（金）～８月１０日（木） 
会  場 ウインブルドン九州テニスクラブ（佐賀市金立町） 
種  目 ①男女シングルス ②ダブルス・クリニック ③公開講座 
参加資格 ①13 歳以下（1993 年 1 月 1 日以降に生まれたもの） 

②男子 64 名、女子 64 名。各県男子、女子 1 名と 9 地域で選抜された選手。      

選出枠については別表参照 
③本年の全日本ジュニア出場者の方は出場できません。 

試合方法 シングルス 64 ドローのトーナメント。 
ベストオブ 3 タイブレーク･セット(ファイナルセットはアドバンテージセット）で行います。 
シューズは大会側の認めたローン専用シューズとする。 

使 用 球 ヨネックスＴＭＰ80 マッスルパワートーナメント 
服  装 ウインブルドン同様、白を基調としたテニスウェアーを着用してください。 
参 加 料 1 人 20,000 円（大会費用、講習会費用、ホテル代、朝･昼･夕食、送迎費、教材費を含む） 
付議事項 交通費は自己負担。 
     選手は 1 週間の滞在を原則とする。 
     地域コーチは一週間の滞在期間スタッフとして参加いただき宿泊の補助をいたします。 
備  考 大会期間中における負傷、事故等については応急処置をとりますが、他については 
     主催者加入傷害保険の範囲内とします。 
問い合せ 「夢はウインブルドンへ」実行委員会 
     〒849-0905  佐賀市金立町千布 3907 ウインブルドン九州内 
      TEL：0952－98－2241 FAX：0952－98－3594 Mail：wkt@wimbledon-kyushu.jp
 
・選手の個人申込書：5 月 31 日（水）までに、所属する都道府県テニス協会に送付する。 
・地域テニス協会締め切り：6 月 31 日（土） 

都府県テニス協会は個人申込書により推薦順位表を作成して地域テニス協会に送付する。 
・実行委員会締め切り：7 月 31 日（月）地域推薦順表を実行委員会に送付する。 

mailto:wkt@wimbledon-kyushu.jp


3. 大会スケジュール

午前（9：30～） 午後 夜

8月4日 （金） 選手登録 硬式練習
オリエンテーション
試合抽選

8月5日 （土）
開会式（9：00～）
フィールドテニス

男子：フィールドテスト
女子：テニス（マッチ）

講座　「スポーツと栄養」

8月6日 （日） テニス（マッチ） テニス（マッチ）
講演 「　　○○○○○○○○　　　　」
講師：フローラン・ダバディ

8月7日 （月） テニス（マッチ） テニス（マッチ）
講演 「成長期のトレーニング・フィールドテニス結果」
講師：JTAトレーナー

8月8日 （火） テニス（マッチ） テニス（マッチ）
講演 「佐賀の歴史・文化について」
講師：有田焼 人間国宝 井上萬二

8月9日 （水）
テニス（マッチ）
佐賀城本丸歴史館見学

テニス（マッチ）
佐賀城本丸歴史館見学

講演 「テニスの歴史 他」
講師：○○○○

8月10日 （木） テニス（マッチ） 表彰式
☆ 交流会
講演 「グラスホッパー物語」
講師：高見　映



第２回グラスホパー全国ジュニアテニス IN 佐賀大会 

参加選手確認事項・注意事項 
参加が決定されましたら様式に従って、最終確認証をメール又はFAX で実行委員会へお送りください。 

 
最終確認証 

県 氏名 才

住所  
TEL  
FAX  
携帯  
Mail  

佐賀着 ８月  日       時ころ 
佐賀発 ８月  日       時ころ 

利用交通機関 JR・飛行機・自動車

備考 例えば、日本旅行に手配済み・自分で手配済みなど 
 
 

 
交通機関・宿舎の手配は ≪日本旅行 ≫ にお問い合わせください。 

≪日本旅行 TEL 0952-24-2218 FAX 0952-24-8802≫ 
 
服 装・・・・試合では白を基調としたものを着用してください（帽子も同じ）トレーニングやそ

の他については色物でもかまいません。冷房等の調節の為、ウォームアップスーツ

はご用意ください。 
シューズ・・・・芝生専用シューズを貸与いたしますが、砂入人工芝や人工芝コートも使用しますの

で、御自身のシューズも用意してください。 
宿 泊・・・・相部屋になります。 

  ホテル龍登園 〒840-0203 佐賀市大和町川上峡温泉 
  TEL 0952-62-3111  FAX 0952-62-5946 

洗 濯・・・・各自ですること。 
ホテル、テニスクラブに洗濯機を設置しております。 
（洗剤・ハンガー等は、用意しています。） 

飲 物・・・・スポーツドリンクは会場で用意しますが、不足分は各自で購入してくださ      

い。（自動販売機あり） 
そ の 他・・・・保険証のコピーは必ず持参してください。 

持ち物には必ず名前を記入してください。 
 
アクセス・・・福岡空港          佐賀駅バスセンター        会場 

 
        JR 博多           佐賀駅        会場 

リムジン 60 分 車 15 分 

40 分 

 
        佐賀空港          佐賀駅バスセンター       会場 バス 分 30 車 15  

車 15 分 

分



１． 選考方法
【選　手】 応募者を県別及び、中国ジュニアランキング順に整理し、中国ジュニア

終了後、応募者から全日本ジュニアに出場する選手を除き、ランキング
順に中国代表２名、次いで県推薦順に各県代表１名を選考します。

【コーチ】 以下の順で１名を選考します。希望する方はお申し込みください。

１） 中国強化コーチ
２） 各県推薦コーチ
３） ホームコーチ

（中国オフィシャルコーチとしてお願いします。参加後は報告書を提出して頂きます）

（交通費、日当を中国テニス協会が負担します、宿泊、朝、昼食は大会負担）

２． 締め切り 5月31日 （各県協会締め切り）

３． 申込み方法
【選　手】 参加希望者は、所属するコーチと相談して５月３１日までに所定の申込用紙

で各県テニス協会宛に申し込むこと。
全日本ジュニアと日程がバッティングする為、両方に出場するとは
出来ませんが、参加意思のある選手は、全員、締切りまでに申込み
をしてください。（ダブルエントリーとはなりません）

【コーチ】 代表コーチとしての参加希望者は、５月３１日までに県協会宛に申込みをし
て下さい。
（全日程参加できる方を優先的に募集します。前半または後半のみ参加

可能な方はその旨記載して下さい。）

（プライベートコーチとして参加されるかた、保護者の方は各自で直接申込み下さい。）

４． 地域協会 6月31日（土）
締め切り 都府県テニス協会は個人申込書により推薦順位表を作成して地域テニス協会

に送付する。

グラスホッパージュニアテニスin佐賀大会
中国代表選手並びにに引率コーチ　募集要項

　国内のジュニア選手育成を目指して、標記事業が昨年に引き続き、(財)日本テニス協会
後援で開催されます。日本国内有数のグラスコートを利用した３セットマッチの大会（コ
ンソレーションマッチ有）や、夜間にはスポーツ栄養学、成長期のトレーニングなど専門
家による講義、あるいは佐賀の焼き物をテーマにした講演があり、佐賀市内の観光などの
文化活動も組み込まれています。詳細は、別紙要項をご参照ください。
　今年も中国テニス協会として、中国代表選手並びに中国代表コーチ1名を派遣します。選
手並びにコーチの選考方法を下記の通りとします。参加を希望する選手並びに中国代表と
して派遣を希望されるコーチは、別紙要項を熟読の上、県協会を通じてお申し込みくださ
い。



基本枠 地域枠 合計
１．北海道 道央、道東、道南、道北 男4名 2名 6名

女4名 2名 6名

２．東北 青森県、岩手県、宮城県 男6名 1名 7名
秋田県、山形県、福島県 女6名 1名 7名

３．関東 茨城県、栃木県、群馬県 男8名 2名 10名
埼玉県、千葉県、東京都 女8名 2名 10名
神奈川県、山梨県

４．北信越 新潟県、富山県、石川県 男5名 1名 6名
福井県、長野県 女5名 1名 6名

５．東海 岐阜県、静岡県、愛知県 男4名 2名 6名
三重県 女4名 2名 6名

６．関西 滋賀県、京都府、大阪府 男6名 2名 8名
兵庫県、奈良県、和歌山県 女6名 2名 8名

７．中国 鳥取県、島根県、岡山県 男5名 2名 7名
広島県、山口県 女5名 2名 7名

８．四国 徳島県、香川県、愛媛県 男4名 1名 5名
高知県 女4名 1名 5名

９．九州 福岡県、佐賀県、長崎県 男8名 1名 9名
熊本県、大分県、宮崎県 女8名 1名 9名
鹿児島県、沖縄県 　　　

　9地域 47都道府県 男50名 14名 64名
女50名 14名 64名

合　計 男女100名 28名 128名

※　ワイルドカード

大会直前又は当日、何らかの理由で欠員が出来た時は、その欠員をワイルドカードに当てる。

尚、本ワイルドカードは地元優先にする。

○大会名の変更　　JTAの指示により「ジャパン」を削除していますのでご了承ください。

○選手の送迎は大会側でいたします。

   オフィシャルホテル（第一栄城）から会場（ウインブルドン九州）まで約15分

○ホテルにはコインランドリー、洗濯機完備しています。

○食事は昼食　：　700円前後　　大会会場

　　　　　　夕食　：　選手　1,700円

ご案内

ルネッサンスホテル創世

　　　　全国九地域選手配分表

選手選出について

平成17年4月9日決定



　　　　　  夕食　：　コーチ、引率者　2,000円
ルネッサンスホテル創世



基本枠 地域枠 合計

１．北海道 道央、道東、道南、道北 男4名 2名 6名

女4名 2名 6名

２．東北 青森県、岩手県、宮城県 男6名 1名 7名

秋田県、山形県、福島県 女6名 1名 7名

３．関東 茨城県、栃木県、群馬県 男8名 2名 10名

埼玉県、千葉県、東京都 女8名 2名 10名

神奈川県、山梨県

４．北信越 新潟県、富山県、石川県 男5名 1名 6名

福井県、長野県 女5名 1名 6名

５．東海 岐阜県、静岡県、愛知県 男4名 2名 6名

三重県 女4名 2名 6名

６．関西 滋賀県、京都府、大阪府 男6名 2名 8名

兵庫県、奈良県、和歌山県 女6名 2名 8名

７．中国 鳥取県、島根県、岡山県 男5名 2名 7名

広島県、山口県 女5名 2名 7名

８．四国 徳島県、香川県、愛媛県 男4名 1名 5名

高知県 女4名 1名 5名

９．九州 福岡県、佐賀県、長崎県 男8名 1名 9名

熊本県、大分県、宮崎県 女8名 1名 9名

鹿児島県、沖縄県 　　　

　9地域 47都道府県 男50名 14名 64名

女50名 14名 64名

合　計 男女100名 28名 128名

※　ワイルドカード

大会直前又は当日、何らかの理由で欠員が出来た時は、その欠員をワイルドカードに当てる。

尚、本ワイルドカードは地元優先にする。

　　　　全国九地域選手配分表

選手選出について

平成18年3月20日決定
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