
第３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、㈶地域活性化センター、㈶日本テニス協会（申請中） 

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県支部、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、㈶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 ㈶ヨネックススポーツ振興財団 
協  賛 大塚製薬㈱  ＮＴＴ西日本佐賀支店   
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１９年８月１７日（金）～８月２３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 ①小学校 5 年生・6 年生 

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外国人については全日本ジュニアの規定に準じる。 

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 25,000 円 

（大会費用、講習会費用、ホテル代、朝･昼･夕食、送迎費、教材費、オフィシャルウェアー代、氷代を

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：0952－98－1832 FAX：0952－98－3594 

 Mail：g-hopper@wimbledon-kyushu.jp 
 
・選手の個人申込書：5 月 31 日（木）までに、所属する都道府県テニス協会に送付する。 
・実行委員会締め切り：６月２０日（水）地域推薦順表を実行委員会に送付する。 
 



持参するもの 
① 帽子 
② 筆記用具 
③ 保険証のコピー 
④ 砂入り人工芝用のシューズ 
⑤ TENNIS RULE BOOK 2007（テニスルールブック） 
⑥ 顔写真（３ｃｍ×３ｃｍ）＊DVD に掲載します。 

 
※持ち物にはすべて名前を記入してください。 
※試合は上下白基調のウェア、その他は T シャツ(色物)でもかまいません。 

アクセス 
大会会場へは 

リムジン 60 分 
（500 円） 

 ・JR 佐賀駅より車で 15 分、市営バス 20 分 
 
 
 ・福岡空港         佐賀駅バスセンター         会場 

車 15分

 
 ・JR 博多            佐賀駅            会場 

特急 40 分 車 15分

 
 ・佐賀空港         佐賀駅バスセンター         会場 

バス 30 分 車 15分

 

宿 泊 
19 年度全国高校総体開催中につき宿泊が二箇所となります。 
 
8 月 17 日（金）～19 日（日） 
・ホテルリバーサイド川上  佐賀市大和町久池井 3667 （会場より車で 15 分） 
              TEL 0952－62－1126 
    
 
8 月 20 日（月）～23 日（木） 
・ホテル龍登園       佐賀市大和町梅野 120  （会場より車で 15 分） 
              TEL 0952－62－3111 
    
 
※選手の送迎は大会側がいたします。 
※ホテルや大会会場に洗濯機を完備しています。 
※部屋は相部屋となります。 
 
アクセス及び宿泊については日本旅行佐賀支店が取扱いをします。  担当 末安・尾崎 
TEL 0952－24－2218  携帯 090-2712－0948 
FAX 0952－24－8802 
 



3. 大会スケジュール

午前 午後 夜

8月17日 （金） 選手登録 公式練習
オリエンテー

ション
試合抽選

講座「集中力をつける為に」　　講師：高岸　弘

8月18日 （土）
開会式

女子：フィールドテスト(JTA　高橋　仁大)
ダブルスクリニック

(昼食時)
男子：フィールドテスト

ダブルスクリニック
講座　「●●・・・・・・・」
講師：フローラン・ダバディ

8月19日 （日） テニス（マッチ）・クリニック
食事バランス
ガイドを使っ
ての栄養学

テニス（マッチ）・クリニック テニスルール勉強会

8月20日 （月）
テニス（マッチ）・クリニック

トレーニング指導
(JTA　田島　孝彦)

テニス（マッチ）・クリニック
トレーニング指導

元プロテニスプレーヤーによる講座
講座 「テニスの歴史」　講師：植田　実
講座「テニスと私(仮)」講師：吉田　友佳

8月21日 （火）
テニス（マッチ）・クリニック テニス（マッチ）・クリニック

日本最大級の環濠集落遺跡　吉野ヶ里歴史公園見学

8月22日 （水） テニス（マッチ） テニス（マッチ） 世界にほこる有田焼　　（絵付け体験）

8月23日 （木） テニス（マッチ）・クリニック 表彰式
☆ 交流会　バーベキューパーティ

※　芝生コートのメンテナンス（管理及び作業）を見学（早朝）

※　スケジュールは案ですので日程や講師等、変更になることがございます。



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
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