
第８回グラスホパー、今回の時系列での経過報告 

 

【２０２２年３月】 

行政の補助金がなくなることが決定。 

 

さらに開催期間を空けてしまうと、次回の開催が困難になるとのことから、 

大幅な変更を行い開催する方針を決定。 

 

【２０２２年４月】 

 ３月の方針に基づき、（旧）要項を作成、各方面に伝達。 

 さらに補助金の支払いが行われないことが決定。 

  

現状を鑑み、移動中や開催中の感染のリスクや、感染した場合の対処について 

懸念する声が上がる。 

 

【２０２２年５月】 

GW 以降、行政から以下の指導あり。  

・子ども（特に小学生）の感染と隔離施設の利用者が増えていること。 

・本事業において、感染者が出た場合は、公共交通機関を使用しての移動ができ

ないこと。 

・感染者が出た場合、隔離施設はあるが“子どもの”治療施設が少なくなってい

ること。 

 

以上をふまえ、特に引率者の責任問題を重く受け止めたことで、今年度の開催

も見送ることも検討されたが、実行委員会・クラブ・JTA との間で開催の可能性

を協議した結果、規模と日程の縮小を行うことで開催することを決定するに至

った。 

 

（現）要項を作成し、各方面に伝達。 

 

 



〜夢はウインブルドンへ〜 
 

グラスホパー《開催要項》 
 

芝⽣コートはテニスの原点であり最終ゴールでもある 
芝⽣コートに隠された⼤切な宝物を⾒つけに来てください 

 

   今回で、18 回目となります「グラスホパー」、残念ながら 昨年一昨年は蔓延するコロナウィルスの 

影響により中止にせざるを得ない状況にありました。今回こそは実施に向け、昨年度から様々な方面の 

協力をいただき動いてまいりましたが、この数か月の様子、特にゴールデンウィーク後の状況を見る限りで

はこれまでと同様な規模･期間では開催は難しいと判断することとなりました。 

共催 (公財)日本テニス協会 関係各社と協議のうえ、開催期間規模を変更してこれまでの形式とは異な

った方法での開催の継続をすることと決定いたしました。 

開催にあたり、2022 年 4 月 1 日改訂 新型コロナウィルス感染拡大予防 JTA 公式テニストーナメント開催

ガイドラインに沿って行います。 

 

主   催 「夢はウインブルドンへ」実行委員会  

共   催  (公財)日本テニス協会 

後   援 九州テニス協会、佐賀県テニス協会 (公財)佐賀県スポーツ協会、  

 朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞西部本社、西日本新聞社、佐賀新聞社、 

ＮＨＫ佐賀放送局、サガテレビ、ＮＢＣラジオ佐賀、エフエム佐賀、九州朝日放送、 

FBS 福岡放送、RKB 毎日放送、テレビ西日本、ぶんぶんＴＶ  （以上申請中）  

特別協賛 ヨネックス株式会社 

助    成 （公財）ヨネックススポーツ振興財団 

期    日 A コース：令和 4 年 8 月 15 日（月）～8 月 17 日（水）  2泊 3日 定員 40名 

       B コース：令和 4 年 8 月 18 日（木）～8 月 20 日（土）  2泊 3日 定員 40名 

会    場 グラスコート佐賀テニスクラブ （佐賀県佐賀市） 

        〒849-0905 佐賀県佐賀市金立町 3907  TEL 0952-98-2241 

参加資格  12歳～14歳 (各コース共 男女各 20名 地域枠各２名＋２名) 

        ※2008 年 1 月 1 日～2010 年 12 月 31 日に出生した者。 

（申し込み要項に記載された各大会結果を参考に「夢はウインブルドンへ」実行委員会が選考 

します） 

内   容  テニスの原点でもあり、誰もが目指す聖地WIMBLEDON と同じサーフェスの天然芝コート 

を使用して、期間中 多くの試合練習を中心に様々なことを学びます。 

これから上達するために本当に必要となる能力とはなにか、この競技の歴史 文化的な空間に

触れ生涯必要となる芝コートにある宝物を見つけ出すことがテーマになります。 

         

参加費用 33,000円／人 （消費税含む。）  

 

申込問合せ先  「夢はウインブルドンへ」実行委員会 事務局  e-mail：g-hopper@gcs-tc.com 
      ★お申し込みにつきましてはメールのみとさせていただきます。 

※「夢はウインブルドンへ」実行委員会に直接メールで 7 月 3日（日） までにお申し込みください。 

 

スケジュール 選考されたのち、お知らせいたします。 

 



 

注  意 ・参加料は選考されたのち、各自で振込をしていただきます。 

また、振込後の返金は致しかねますのでご注意ください。 

・オンコートでは、白を基調としたテニスウェアー又はオフィシャルＴシャツを着用していただきます。 

・宿泊と食事は自己手配となります。 

 

特別注意事項 ・感染予防対策として、参加される 5 日前までの PCR検査陰性証明または、抗体抗原検査陰性

証明、ワクチン接種証明のいずれかを提出していただきます。 

          ・保護者、引率者の方々も選手と同様に証明書の提出をお願いいたします。 

           また大会期間中は感染予防のためクラブハウス内の立ち入りをご遠慮いただきます。 

・体調不良発生の場合は、プログラムの継続を中止していただきます。 

 その際は保護者または、引率コーチの方が帰省の手配をお願いいたします。 

        

備  考  ・会場内での負傷・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 

範囲内とします。 

・主催者側で撮影された写真・映像の権利はすべて主催者に帰属します。 

        写真・映像を HP 等に掲載する場合があります。掲載された写真・映像の削除をご希望の方は 

事務局までご連絡ください。 

 

 

ホテル/旅行代理店 

宿泊に関する取扱・問合先 

(株)JTB 佐賀支店 担当: 営業課 佐藤広志 

TEL: 0952-23-1161  FAX: 0952-23-1165  E-mail: h_sato710@jtb.com 

宿泊は自己手配/負担となります。 

宿泊のお申込みは以下の WEB サイトからお申込みが可能です。 

 

https://amarys-jtb.jp/grasshopper/ 

 

 

コーチ、トレーナー研修について 

コーチ、ならびにトレーナーの研修も受け付けます。 

全国のジュニア選手が集まる最前線の育成現場で実際にコーチングを勉強してみませんか？ 

 

期  日：8 月 15 日（月）～20 日（土） 

参加料：\3,300（消費税込み） 

研修ポイント：1 ポイント 

※当キャンプは（公財）日本体育協会公認スポーツ指導者の研修ポイントの対象です。（有資格者） 

・感染予防対策として、参加される 5 日前までの PCR検査陰性証明または、抗体抗原検査陰性証明、ワクチン

接種証明のいずれかを当日提出していただきます。 

 

 

 

 

 



主なスタッフ・講師紹介 

【アドバイザー】 

  小西 一三（こにし いちぞう） 

  元デ杯選手（６回出場）、全豪（１R）、全英（１R）、全仏（3R） 

  1965 ジュネーブ選手権（スイス）単複優勝、全日本選手権 単優勝など。 

 

   植田 実（うえだ みのる） 

   日本テニス協会常務理事／強化本部ナショナルチーム・アドバイザー 

日本オリンピック委員会ナショナルコーチアカデミー部会員 

 

神谷勝則（かみや かつのり） 実行委員会 委員長 
日本テニス協会公認Ｓ級エリートコーチ 
ヨネックス アドバイザリースタッフ 

 

高木 利郎（たかぎ としお） 実行委員会 副委員長 

日本スポーツ協会公認コーチ４ 

日本テニス協会 ジュニア常任委員 

 

小浦猛志（こうら たけし） スーパーバイザー 

元デ杯選手(3回出場)、全仏(2R)、全日本室内 単複優勝 など 

元フェドカップ監督 伊達公子選手のコーチ 

 

 

植田 雄章（うえだ たけあき） チーフコーチ 

日本テニス協会公認Ｓ級エリートコーチ 
中国テニス協会 ジュニア委員長 

 

館崎 雅晴（たてざき まさはる） フィジカルトレーナー 

日本テニス協会Ｓ&C トレーナー 

Performance Planner 代表 

 

  



※　必要事項を記入、または選択してください。

フリガナ

氏　　名

☆集合住宅にお住いの場合は、必ず部屋番号までご記入ください。

〒　　　　　　　－　　　　　　

所属団体

所在地

　　　　　才以下　都道府県　　　　位、　地域　　　　　位、　全国　　　　　位　　　

都道府県　　　　　　　　位、　地域　　　　　　　　　　位

都道府県　　　　　　　　位

　　　　　才以下　都道府県　　　　　　　　　　位　

※記載された事項は、個人情報保護法により対処します。

  　　　　　　抗体抗原検査陰性証明、ワクチン接種証明のいずれかを提出いただきます。

            ※保護者、引率者の方々も選手と同様に証明書の提出をお願いいたします。

　　　　　※体調不良発生の場合は、プログラムの継続を中止していただきます。

  　　　　　 その際は保護者または、引率コーチの方が帰省の手配をお願いいたします。

シューズ

サイズ
ｃｍ Tシャツサイズ

第８回グラスホパー（夢はウインブルドンへ）

個人申込書

※　必ずメールにてお申込みください。

都道府県名

E-mal(必須）

tel： 　　

生年月日（西暦）

　　　　　　年　　　　月　　　日　（　　）才

tel：

男子・女子

〒　　　　　　　－　　　　　　

緊急連絡先：

所属団体名 （代表者名）

現住所
連絡先

Aコース ・ Bコース希望のコース

大会戦績

その他ありましたら、ご記入ください。

SS ・ S ・  M ・ L ・ O

参加した大会の結果（正確にご記入ください。未記入の場合、選考されない場合があります）

全国選抜Jr.　

全国小学生

全国中学生

全日本ジュニア

☆北海道につきましては都道府県予選がブロック予選、地域予選が北海道予選としてご記入ください。

備考欄


	第８回グラスホパー時系列での経過報告
	第8回グラスホパー要項
	第8回ホパー申込用紙.xls  [互換モード]

