The12th All Korean Junior in Jeju(タンラベテニス大会)本戦参加
韓国・中国・タイ・日本の国別団体戦＋個人戦
大会主催
大会協力
大会期日
参加資格
大会会場

韓国小学校テニス連盟 ・ 韓国テニス協会 ・ チェジュテニス協会
NPO法人スポーツライジング
〒190-0015 東京都立川市泉町９３５－１

大会担当：藤野 ０９０－４０６３－３８６２

2019年1月3日（木）～9日（水）
U１２：2019/4月より新６年生もしくは５年生になる者
U１０：2019/4月より新４年生もしくは３年生になる者
Seogwipo Tenniscourt ：36,Donghong-ro, 99beon-gil,Seogwipo-si,Jeju-do,Korea

大会の魅力について
韓国 新年度のナショナルチーム結成のための小学生対象全国大会
韓国では、小学生強化に力を入れており、全国大会を年間に１４大会行っております。 その中で標記大会は韓国新年度体制を
整え、新年度に向けての新たなナショナルチーム作りをする最初の全韓国ジュニア大会になります。
1/4～9まで行われる大会の前日夕方にナショナルチーム候補を目指す韓国選手たち（１２・１０歳）とマッチ練習が行われます。
大会は国別団体、個人シングルス、ダブルスに出場します。敗退しても早朝から多くのマッチ練習を韓国選手と行うことができます。
私たちは、大会・合同マッチ練習に参加し、テクニック、フィジカル、メンタルのレベルアップを目標としています。
今年は、U12,10 男女４チームによる、 韓国・中国・タイ・日本の４カ国の国別団体戦も開催されます。
開催都市、韓国小学校テニス連盟、韓国テニス協会、協賛企業等のご協力により色々な形でサポート体制が組まれております。
大会レベルが高いことは、毎年、フロリダオレンジやエディハーのU12で上位入賞している実績からも明らかです。
ぜひ、この機会に日頃の練習の成果を試してみてはいかがでしょうか？

Let't Try !

日本チームとしての大会参加
大会参加にあたり、日本選手には、特別に韓国小学校テニス連盟より、標記大会の本戦ワイルドカードとマッチ練習参加許可を
頂きました。ワイルドカードは12、10歳以下男女それぞれ４名です。
今回ワイルドカードを頂いて参加する日本選手は、日本代表としてアグレッシブで、誇りあるプレーをしてください。

各国チームとの合同練習
1/3夕方に合同練習に参加した翌日から大会参戦し、負けた場合は、韓国などの選手とのマッチ練習を行います。
たくさんの韓国選手とのマッチ練習は日頃の練習成果の確認・心技体の強化等、いろいろな面で有意義なものとなります。

２０１９年度 大会スケジュール
1月3日

1月4日

1月5日

1月6日
1月7日
1月8日
1月9日

（木） 福岡発 9:25予定⇒釜山空港（約１時間）、国内線で済州空港へ（約55分）
※ 釜山空港 10:20到着予定・昼食は機内食
※ 釜山空港乗継⇒13:00 チェジュ空港着
※ チェジュ空港から定期路線バスにて会場へ移動（約４５分）
※ホテルに到着後、調整練習
※ 宿泊：未定
（金） 練習コートでアップ
団体戦スタート：Seogwipo Tennis court （ハードコート） ソギポ（西帰浦）
≪国別団体戦ルール≫４シングルス＆１ダブルス
※６ゲームマッチ・No-Ad（６-６タイブレーク）
※ ハードコートアウト２０面、インドア４面
※ 負けた人は早朝練習、マッチ練習、トレーニング
（土） 個人戦スタート：
≪個人戦ルール≫
S：ＱＦまで、８ゲームマッチ（8-8タイブレーク）
SF・F
６ゲーム３セットマッチ、セットオール後、１０Pタイブレーク
D：ＱＦまで、６ゲームマッチ・No-Ad（6-6タイブレーク）
SF・F
８ゲーム1セットマッチ
※ ハードコートアウト２０面、インドア４面
※ 負けた人は早朝練習、マッチ練習、トレーニング
（日） 本戦orマッチ練習
（月） 本戦orマッチ練習 ※土日のどちらかに主催者招待の社会見学があります。（無い場合はご容赦ください）
（火） 本戦orマッチ練習 ※月・火のどちらかに主催者招待の社会見学があります。（無い場合はご容赦ください）
（水） 大会終了後帰国：会場からチェジュ空港へ
※朝練習有
13:00～14:00 チェジュ発、18:50福岡着 到着ロビーにて解散

代表になった選手の方へ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

参加費用：１５０，０００円 内訳）試合参加・宿泊・全食・移動交通費・引率コーチ交通費、宿泊費、食費
参加費用に含まれないもの：旅行傷害保険（必ずご加入下さい）・パスポート取得費用・お小遣い・飲料水及びガット張替代
ダブルスもエントリーします。（出場者同士のペアが原則）
各自パスポートの写し（カラー）を１部ご用意ください。
コーチおよびご家族のご参加はご相談ください。
会場では１２．１０歳以下男女４チームにそれぞれ引率者（日本３～４名、現地引率２名）が７日間お世話します。
張替用のガット、体のケア商品、スポーツドリンクの粉等は各自必要な数を持ってきてください。
パスポート、eチケット、携帯電話、財布等貴重品は各チームの引率者が責任を持ってお預かりします。

2019 The12th All Korean Junior in Jeju本戦WC関西予選
本大会の優勝者.準優勝者には韓国済州島で開催される国際ジュニア大会の本戦出場権が与えられます。
＊代表選手が辞退した場合、繰り上げ及び推薦の両方にて選考致します。
【主

催】NPO法人スポーツライジング

【主

管】株式会社 スポーツプロダクション

【共

催】関西国際大学

【協

賛】ヘッドジャパン

【会

場】関西国際大学テニスコート ＜〒673-0521兵庫県三木市志染町青山１－１８＞

サーフェス：ハードコート/砂入り人工芝コート
【日

程】2018年9月22日~23日 8：30集合時間 9：00試合開始 予備日2018年9月24日

【種

目】12歳以下男子・女子シングルス：2019年4月より新6年生もしくは新5年生
10歳以下男子・女子シングルス：2019年4月より新4年生もしくは新3年生

【締 切 日】2019年9月5日又は定員なり次第締め切ります。
【選考基準】主催者側で選考し、ドローイングを行います。(シード順位等は主催者側で決定します。)
【ドロー】 当日、会場にて発表致します。受付は集合時間までに本部にてお願い致します。
【試合方法】3名~4名による予選リーグ戦のちリーグの1位・2位による本戦トーナメントを行います。
予選リーグは6ゲーム先取ノーアドバンテージ本戦は1セットマッチになります。
【参 加 料】４，５００円
【使 用 球】ヘッドプロ
【お申し込み方法】FAXまたは福岡パシフィックテニスアカデミーHPのエントリーフォームからお申込み下さい。
氏名 年齢 所属 戦績 生年月日 電話番号 メールアドレスを記入の上お送り下さい。
受付確認メールが届かない場合がありますので迷惑メールの指定アドレスを解除をお願いします。
メールでの返信が48時間以上無い場合はお手数ですがお問い合わせ下さい。
【注意事項】締切日以降のキャンセルについてはエントリー代を返金致しかねます。
会場における怪我や事故等は応急処置は致しますが自己責任でお願い致します。
天候等により試合方式が変わる場合がありますのでご了承下さい。
【お支払い方法】 福岡銀行 二日市支店 (普) 1864113 株式会社 スポーツプロダクション 代表取締役 森永秀司
9月5日までに参加する選手名でお振込み下さい。
【お問い合わせ】福岡パシフィックテニスアカデミー☎０９２－９２１－２５２５ 📠０９２－９２１－２５０７
〒818-0053 福岡県筑紫野市天拝坂２－３－５株式会社スポーツプロダクション内

2019 The12th All Korean Junior in Jeju本戦WC九州予選
本大会の優勝者.準優勝者には韓国済州島で開催される国際ジュニア大会の本戦出場権が与えられます。
＊代表選手が辞退した場合、繰り上げ及び推薦の両方にて選考致します。
【主

催】NPO法人スポーツライジング

【主

管】株式会社 スポーツプロダクション

【協

賛】ヘッドジャパン

【会

場】福岡パシフィックテニスアカデミー ＜〒818-0053福岡県筑紫野市天拝坂２－３－５＞

サーフェス：砂入り人工芝コート
【日

程】2018年9月22日~23日

【種

目】12歳以下男子・女子シングルス：2019年4月より新6年生もしくは新5年生
10歳以下男子・女子シングルス：2019年4月より新4年生もしくは新3年生

【締 切 日】2019年9月5日又は定員なり次第締め切ります。
【選考基準】主催者側で選考し、ドローイングを行います。(シード順位等は主催者側で決定します。)
【ドロー】 3日前にメールにてお送り致します。受付は集合時間までに本部にてお願い致します。
【試合方法】3名~4名による予選リーグ戦のちリーグの1位・2位による本戦トーナメントを行います。
予選リーグは6ゲーム先取ノーアドバンテージ本戦は1セットマッチになります。
【参 加 料】４，０００円
【使 用 球】ヘッドプロ
【お申し込み方法】FAXまたは福岡パシフィックテニスアカデミーHPのエントリーフォームからお申込み下さい。
氏名 年齢 所属 戦績 生年月日 電話番号 メールアドレスを記入の上お送り下さい。
受付確認メールが届かない場合がありますので迷惑メールの指定アドレスを解除をお願いします。
メールでの返信が48時間以上無い場合はお手数ですがお問い合わせ下さい。
【注意事項】締切日以降のキャンセルについてはエントリー代を返金致しかねます。
会場における怪我や事故等は応急処置は致しますが自己責任でお願い致します。
天候等により試合方式が変わる場合がありますのでご了承下さい。
【お支払い方法】 当日本部にて現金でお支払いください。
【お問い合わせ】福岡パシフィックテニスアカデミー☎０９２－９２１－２５２５ 📠０９２－９２１－２５０７
〒818-0053 福岡県筑紫野市天拝坂２－３－５株式会社スポーツプロダクション内

2019

The12th All Korean Junior in Jeju 本戦 WC 予選

〈参加申込書〉
ふりがな

① 氏名
② 性別

男

女

10 歳

③ 参加項目

新 3 年生

④ 2019 年度新学年
⑤ 出場地域

12 歳
新 4 年生

新 5 年生

関西

⑥ 生年月日

西暦

新 6 年生

九州

年

月

日

〒

⑦ 住所

電話：
FAX：
⑧ 連絡先
携帯：
※当日連絡がつく携帯番号を記入ください。
＠

⑨ メールアドレス

※携帯メールアドレスの場合は申し込み確認メールが受信できるようにセキュリティレベルを下げてください。

⑩ 所属団体

⑪ 主な戦績
※上記①～⑨まで不備の無いよう必ずご記入ください。
※性別、参加種目は〇印で囲んでください。
※県ジュニアランキング等があれば合わせてご記入ください。

092-921-2507

