
 
 
 

第３回 グラスホパー全国ジュニアテニス in 佐賀 参加報告書 
 
 

 
 

 平成１９年８月１７日から８月２３日まで、佐賀県の「ウインブルドン九州テニスクラ

ブ」にて開催された、「グラスホパー全国ジュニアテニス in 佐賀」に参加いたしましたので、

下記の通り報告致します。 
 
 
 

報告者：植田雄章（岡山：柳生園テニスクラブ） 
日 程：平成１９年８月１７日（金）～８月２３日（木） 
場 所：ウインブルドン九州テニスクラブ 
対 象：各地域協会が推薦する小学生以下の男女 
参加者：岡田大樹、橋本祐典、平木優成、松尾俊太郎、 

 平川響己、小池直哉、山本康貴 
 山根愛、長島理子、藤川桃子、坂本咲、 
 岡村恭香、横田遥菜、前田夢佳 

以上１４名 
 

 
スケジュール ： 

 

午前 夜

8/17（金） 選手登録
オリエンテーション
組み合わせ抽選

講座「集中力をつける為に」
講師：高岸弘

8/18（土）
開会式

女子：フィールドテスト
男子：ダブルスクリニック

講座「私は誰？人生で何がしたい？」
講師：フローラン・ダバディ

8/19（日）
テニス（マッチ）

クリニック
テニスルール勉強会

8/20（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）

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」講師：吉田友佳

8/22（水） テニスマッチ 世界にほこる有田焼（絵付け体験）

8/23（木） 交流会　バーベキューパーティー

テニスマッチ

テニス（マッチ）・クリニック 表彰式

8/21（火）
テニス（マッチ）・クリニック

吉野ヶ里遺跡経由大塚製薬㈱工場見学

午後

公式練習

男子：フィールドテスト
女子：ダブルスクリニック

テニス（マッチ）
クリニック

テニス（マッチ）・クリニック
トレーニング指導

（
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食
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８月１７日（金） 
【ミーティング】 
時間 ： １９：３０～２０：３０ 
講師 ： 高岸弘氏 
テーマ ： 集中力をつける為に 
内容 

まず、イメージ残像カードを配布して、その様々な使い方や効果についての話で、カ

ラーのカードや白黒のカードを使い、残像の見え方の違いを体感した。 
次に、「リラックス」と「集中」についての話になった。試合に勝つためにはこの２つ

が重要となり、勝敗を分ける鍵となる。そしてこれらは残像カードを使用することでト

レーニングすることができる。そして、 
① いつでもどこでも「リラックス」できる方法を自分のものにする。 
② いつでもどこでも「集中」できる方法を自分のものにする。 

ということを目標とする。 
所感 
 今回の講義で、残像カードの種類の多さに驚いた。カードの絵柄によって様々な異なる

効果があり、リラックスや集中をする際には大きな役割を果たすことを再認識した。 
参加している選手の中で、残像カードを始めて使う選手が意外と多く、始めて見る残像

に「おー！」という声が多数あった。 
 
８月１８日（土） 
【フィールドテスト・ダブルスクリニック】 
時間 ： ９：００～１７：００ 
内容 
 午前は女子がフィールドテスト、男子はダブルスのマッチを行った。私は午前はダブル

スのマッチを担当し、午後はフィールドテストを行った。 
ダブルスマッチは様々な地域の選手達が違った地域の選手とペアーになり、２セットマ

ッチを行った。最初は慣れない感じで上手く合っていないペアーでも、第２セットに入る

頃には声をかけたり、ハイタッチをするペアーも出たりして、上手く親睦を図れたように

思う。 
午後のフィールドテストは、選手たちを６～８人のグループに分けて、そのうちの１グ

ループを担当した。測定した種目は以下の通りとなる。 
① コート２／３周走（約５０ｍ） 
② スパイダー（５方向走） 
③ 前後シャトル 
④ ６角（ヘキサ）ジャンプ 



⑤ サイドホッピング 
⑥ 立ち５段跳び 
⑦ メディシンボール・チェストパス 
⑧ メディシンボール・バックオーバーパス 
⑨ 立ち幅跳び 
⑩ 後ろ跳び 
⑪ 柔軟性 
⑫ スイングシャトル 
⑬ ４０秒腹筋 
⑭ コート５周走 
これらの種目を行い、最後に４０秒腹筋とコート５周走を行った。 

 
 
【ミーティング・宿題】 
時間 ： １９：３０～２１：００ 
講師 ： フローラン・ダバディ氏 
テーマ ： 私は誰？人生で何をしたい？ 
内容 
 ダバディ氏の自己紹介の後、ダバディ氏が経験したサッカー日本代表の話で、中でも、

中田英寿選手を取り上げ、彼の性格などについての話となった。 
 中田選手は他人とは違い、人と同じ行動をとらず、自分の好きなことに一生懸命になる

ことが大切で、自分はいったいどんな人なのかを知るべきだと話した。 
 次に様々なテニス選手の話に移った。世界のトッププロ選手達は常に目標を持っていた。 
 フェデラー … 「きれいなテニスがしたい。」 
 ヒューイット … 「誰よりも強く、誰よりも速く、誰よりも…。」 
 モーレスモ … 「ただ勝ちたいだけでなく、好きなことをして勝ちたい。」 
 そして今回の参加選手達に、テニスの中で何が楽しいのか？自分にしかないことを見つ

けよう！と呼びかけた。 
所感 
 最初の自己紹介以外はとにかく有名選手の話だった。様々なトッププロ達の話には非常

に興味があり、選手達に参考になる話だった。特にテニスの選手に関しては分かりやすく、

理解しやすかったので楽しく話を聞くことができた。選手達も今回の講義を参考に、自分

の考え方を見つけてくれればと思った。 
 
 
 



８月２０日（月） 
【トレーニング指導】 
講師 ： 田島孝彦氏 
内容 
 始めにビデオ鑑賞をした。フェデラーのフットワークの映像で、スタンスがどれだけ広

いかという説明があった。 
オンコートで、様々な動作のトレーニング指導が行われた。軽いジョギングから、徐々

に複雑な動作へと変わった。特にビデオ鑑賞であった股関節を重視したストレッチや体操

を多く行っていた。 
所感 
 全体的に股関節の硬い選手が多く、股関節のストレッチには苦戦しているようだった。

ただ、最初にビデオを見たのがよかったのか、一生懸命取り組んでいるように思えた。 
 
 
８月１９日（日）～２３日（木） 
【テニス（マッチ）】 
内容 
 初日に行ったドロー抽選会で決まったドローに従い、３セットマッチでのトーナメント

を行った。試合に負けた選手もコンソレ、リコンソレなど全員同じ数の試合を行っていた。

最終日の決勝戦では、決勝に残った選手以外はボールパーソンとラインジャッジを体験し

た。 
所感 
 初戦はまだ芝に慣れていないらしく、簡単なボールでも芝独特の変化に対応できず、ラ

ケットに当てて入れるのが精一杯という選手が多数いたが、試合数をこなすにつれてラリ

ー戦になり、サービスダッシュを多く取り入れていた。普段ではやらないネットプレー戦

でも、芝というコートで行うと必要性がよく分かったのか、女子でも多くの選手が挑戦し

ていた。 
 最終日の決勝戦でのボールパーソンとラインジャッジの体験は非常におもしろい経験に

なったと思う。ボールパーソンのボール回しやラインジャッジの声など、全員で練習して

いたものの、選手よりもそれらの選手の方が緊張している様子で、これからお世話になる

であろう方々の気持ちがよく分かったのではないかと思う。 
 
 
【まとめ】 
 今回、この「グラスホパー全国ジュニアテニス in 佐賀」に参加させていただき、とても

勉強になりました。なかなか体験することのできない本物の芝でのテニスの難しさやおも



しろさ、芝でしかできない作戦など、非常に多くのことを学ばせて頂きました。年に１回

しかできないというのがとてももったいないとさえ思います。将来ウインブルドンを目指

す選手にとってはとても良い体験ができるので、是非今後とも継続していただき、ウイン

ブルドンで多くの日本人が活躍することを期待しています。 
 最後に、今回この「グラスホパー全国ジュニアテニス in 佐賀」に参加させて頂いた関係

者の方に、心からお礼申し上げます。ありがとうございました。 
  

平成１９年９月１７日 
柳生園テニスクラブ 植田雄章 

 



第３回 グラスホパー全国選抜ジュニアテニス in 佐賀 参加報告書 

 

 

日時 平成 19 年 8 月１７日（金）～２３日（木） 

場所 ウィンブルドン九州テニスクラブ 佐賀県佐賀市金立町 

参加対象 各地域テニス協会で選抜された小学生 5、6 年生の男女 各 64 名 

 

中国地域参加選手  

男子 岡田大樹、橋本祐典、平木優成、松尾俊太郎、平川響己、小池直哉、山本康貴 

女子 山根愛、長島理子、藤川桃子、坂本咲、岡村恭香、横田遥菜、前田夢佳 計 14 名 

中国地域代表コーチ 

 高木利郎（遊ポートＴ.Ｃ.）、植田雄章（柳生園ＴＣ） 

 

活動内容  

 ・テニストーナメント シングルス 3 セットマッチ 

（ファイナルセットはアドバンテージセット） 

  コンソレーション、ダブルス 

 ・フィールドテスト、オンコートレッスン 

 ・座学講義 

 ・史跡、工場見学 

 

トーナメント結果 

 別表参照 

 優勝 山根愛 

 ベスト 8 3 名             

                    

以上、報告いたします。                               

   

報告者 高木利郎 

    遊ポートＴ.Ｃ. 



大会スケジュール表 

  午 前 午 後 夜 

8/17 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 

8/18 

開会式 

女子：フィールドテスト 

(JTA 高橋 仁大) 

男子：ダブルスクリニック 

男子：フィールドテスト 

女子：ダブルスクリニック

講座「私は誰？ 

人生で何がしたい？」 

講師：フローラン・ダバディ 

8/19 テニス（マッチ）・クリニック 
テニス（マッチ） 

クリニック 

テニスルール勉強会 

講師：光富 美穂子 

8/20 

テニス（マッチ）・クリニック 

トレーニング指導 

(JTA 田島 孝彦) 

(昼食時) 

 

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 

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」講師：吉田 友佳

テニス（マッチ）・クリニック テニス（マッチ）・クリニック 

8/21 

日本最大級の環濠集落遺跡、吉野ヶ里歴史公園＆大塚製薬見学 

 

8/22 テニス（シングルス、ダブルス） テニス（シングルス、ダブルス） 世界にほこる有田焼 （絵付け体験）

8/23 テニス（シングルス、ダブルス） 表彰式・閉会式 交流会 バーベキューパーティ 

8/24 各自解散 

※ 内容の詳細は植田コーチの報告書をご参照願います。 

今回の感想・課題 

 今回、3 回目ということもあり、ある程度の方向性が定まってきた。年齢的なものや 

トーナメントのフォーマット、日程等、形がしっかりとしてきた。 

 本編の 3 セットマッチのトーナメント、コンソレーション、ダブルスのマッチとたくさ

ん芝のコートでプレーができた。またフィールドテスト、ダブルスクリニックなどマッチ

以外の練習、社会見学や有田焼の絵付けなど普段経験できない体験、そして自分の力で 

一週間生活していく生活力など、単なる勝ち負けにとらわれない大事なことが学べる貴重

な機会である。 



 今回、残念なことに骨折をしてしまいトーナメントに参加できずに、帰ってしまった

選手には残念であったがこのことをバネにして、次の目標のステップにして欲しいと思

う。 

 また、ほかにも熱中症、疲労や持病による足腰の痛み、他地域でも足の捻挫などトレ

ーナーの方にお世話になった。残念な出来事であるが、このことも自分たちでしっかり

と体調の管理ができるように気をつけて日ごろの練習に生かして欲しい。 

 トーナメントのほうは、暑い日もあり、夕立の日があり、天候がめまぐるしく変わっ

たが、しっかりプレーしていた。全日本ジュニアや全国小学生などに出場、好成績を挙

げていた選手もいたが、芝のコートの特性をつかんだ選手が有利になる展開であった。

年齢差があまり無かったせいか、過去 2 回よりも白熱した試合が多かった。しかし、フ

ィールドテストの成績は例年とあまり変わっていなかった。 

 生活の面では、時間の使い方にもっと工夫ができるとよかった。たとえば洗濯する時

間が遅くなり、寝る時間が減ってしまう。試合のオーダーが決まっているのに、直前ま

で仲間としゃべっているなど改善すべき点が多々ある。宿舎や会場の食事は栄養士さん

がちゃんと栄養計算をして出してあるのだが、あまり食べっぷりがよろしくない。食べ

るということも強くなる上で必要なことだということを自覚して欲しい。（もちろん食べ

ている選手もいました。）さらに洗濯物などの忘れ物が多発して洗濯場がごちゃごちゃに

なっていた。 

  

 大会のほうは、先ほども述べたが、全日本ジュニアや全国小学生などに出場、好成績

を挙げていた選手が出場していたので全体のレベルが上がった。しかし、日程がインタ

ーハイにより 2 週間ずれたこともあり、全国小学生、全日本ジュニアをこなし、グラス

ホパーの次の日からＲＳＫ・Ｕ―15 の地域予選が入っているなど、日程が非常にタイト

であった。（さらにそのあとに兵庫のタフキャンプ５日間がある。）ほかにも前後に合宿

が入っている選手もいた。さらなる大会日程の調整、選手の選考、選手自体の日程調整

が必要であろう。 

  

来年はさらに洗練されたイベントになることを楽しみにしています。 

選手のみなさんも、いつの日かウィンブルドンの地に足を踏み入れる日を目指してさら

にはげんでください。 

 

期間中、お世話になったウィンブルドン九州テニスクラブをはじめとする実行委員会

のスタッフ、スポンサーの皆様、ありがとうございました。 

また、派遣させていただいた中国テニス協会の皆様、ありがとうございました。 

また来年もよろしくお願いいたします。（笑） 

平成 19 年 9 月２５日 

遊ポートＴ.Ｃ. 

高木利郎 


