２０２０ 韓国国際ジュニア大会 ≪U-12.U-10≫

《日本予選会案内》
日時

第1週『ヨンチョン国際ジュニア』・第2週『ヤング国際ジュニア』本戦出場権取得大会

東北地区
大会

近年、オレンジボールはじめITF大会優勝などジュニア大会では世界的レベルを誇る韓国ジュニア選手達。
この根底には小学生テニス大会や指導者、指導プログラムの充実があります。この２大会の上位入賞者は毎年、マイアミの
オレンジボール等での好成績を修めています。今年もシンガポール、マレーシア、中国、タイ、ベトナム、フィリピン、台湾
などを中心に海外からの代表選手が多数参加します。過去にこの大会に参加した日本選手も多々の刺激を受け、
努力し、成長し、現在も頑張っている選手ばかりです。 ぜひ、この機会にレベルの高い２大会に出場していただき
たくさんのマッチ練習、トレーニングだけでなく海外選手との交流も体験していただくことを願っております。
この国際大会への本戦出場権を獲得するための日本地区予選会を東北から九州までの国内７会場で開催いたします。
なかなか無い機会ですので、ぜひチャレンジしていただきたく、ここにご案内いたします。

日時

南関東
大会

≪ 第１週 『ヨンチョン国際ジュニア』 ≫
本大会本戦 ２０２０年８月１３日（木）～１７日（月）
種目
１２歳以下・１０歳以下男女シングル・ダブルス
会場
Yoncheon Tennis Center, 他２会場 ハードコート２４面・インドアハード３面

【予選申込方法】

東京大会

≪お問合わせ≫

近畿地区
大会

１２歳以下の部 ２００８年４月２日～２００９年１２月３１日までに生まれた方
１０歳以下の部 ２０１０年１月１日～２０１２年 ４月１日までに生まれた方
所定の用紙に必要事項をご記入の上、現金書留にて参加費を入れてお申し込みください。
※複数エントリーの場合、各会場それぞれに申込用紙を送付願います

韓国国際ジュニア大会事務局 担当：藤野 090-4063-3862
〒190-0015 東京都立川市泉町935-1 http://www.sports-rising.org/

会場
お申込み
申込締切
代表選考
日時

各地区大会主催者、㈱タビユー、YUN-SPORTS(Koria)、

NPO法人 スポーツライジング

試合方法
会場
お申込み
申込締切
代表選考
日時

中部地区
大会

韓国小学校テニス連盟 ・ 韓国テニス協会
第１週：YONCHEON-GUN、KOREA 第２週：YANGGU-GUN、KOREA
８月１２日（水）～２２日（土）の１１日間（２大会単複本戦出場）
NPO法人 スポーツライジング

※各会場の締切日の消印まで有効です。
※お申し込みは各会場のお申込み先にご郵送されるようにお願いいたします

試合方法
会場
お申込み
申込締切
代表選考
日時

≪ 第２週 『ヤング国際ジュニア』 ≫
本大会本戦 ２０２０年８月１８日（火）～２２日（土）
種目
１２歳以下・１０歳以下男女シングル・ダブルス
会場
Yanggu Tennis Center, 他１会場
ハードコート２４面・インドアハード３面
【本大会主催】
【本大会共催】
【遠征期間】
【日本予選会主催】
【日本予選会協力】
【予選会参加資格】

試合方法
会場
お申込み
申込締切
代表選考

試合方法
会場
お申込み
申込期間
代表選考
日時

中・四国地区
大会

２０１９年 韓国本大会 写真

試合方法
会場
お問合せ
お申込み
代表選考
日時

九州地区
大会

試合方法
会場
お申込み
ご連絡
代表選考

Ｕ１０男子、Ｕ１０女子 各８名。５/１７（日） ８：３０試合開始
Ｕ１２男子、Ｕ１２女子 各８名。５/１７（日）１３：００試合開始
予選：リーグ戦（６G先取ノーアド）、本戦Ｔ：１Ｓマッチ（6-6TB、ノーアド）
More-Tennis 名取校（人工芝）宮城県岩沼市杉ケ袋字前沖158

※予備日：５/３１(日)
※締切：５/１０（日）定員になり次第締切
各ブロック１、２位が本戦
担当）岩間 ０９０ ２９８７ ４５８７

Email：trafalgar.low1129@gmail.com ※お申込用紙を送付される前にメールエントリー
５/１０(日) 締切後の返金不可。 ※お支払いは当日会場。※TEL：０９０－２９８７－４５８７(岩間)
１０歳・１２歳以下：男女各優勝
参加費 ４４００円
Ｕ１０男子、Ｕ１２女子各１６名。６/６（土）８：３０試合開始
※いずれも８：００受付開始（8:15締切）
Ｕ１０女子、Ｕ１２男子各１６名。６/７（日）８：３０試合開始
※予備日６/１３（土）・１４（日）
予選４名のリーグ戦（１Sマッチ6-6TB)、各ブロック１・２位が本戦。３・４位コンソレ（１Sマッチ6-6TB）
ABCテニスアカデミー（人工芝）
http://www.asahi-net.or.jp/~qm6k-tkhs/
〒300-0849 茨城県土浦市中村西根１８３８－３
０２９-８４３-５８００（代）
参加費５０００円 ※銀行振込
※詳細はＨＰで必ずご確認ください。 5/31締切
１０歳・１２歳以下：男女各優勝・準優勝
※天候不順の場合はTEL or HPにてAM６：００発表
Ｕ１０男子、Ｕ１２女子 各１６名。６月１４日（日） ８：００受付開始 ８：３０試合開始 ドロー当日発表
Ｕ１０女子、Ｕ１２男子 各１６名。６月１４日（日） １３：００受付開始 １３：３０試合開始 ドロー当日発表
予選４名のリーグ戦（４G先取ノーアド）、各ブロック１・２位と３・４位での本戦（１Sマッチ6-6TB)。
立川ルーデンステニスクラブ（ハード）※雨天時芝コート使用
※予備日６月２１日（日）
JOP TENNIS.COM（http://www.jop-tennis.com/J/）
042-580-4601（9:30-17:00受付）
２０２０年６月５日（金） ※定員になり次第締切
参加費 ４５００円（別途手数料330円）
１２歳・１０歳以下：男女各優勝・準優勝 ※天候不順の場合、６：３０決定。TEL０４２－５２５－９６７７
U１０男子：４/２９(水)
定員 各カテゴリー１６名
※テント型室内コート：雨天順延無し
U１２女子、U１０女子：５/２(土)
試合 予選リーグ：６ゲーム先取(ノーアド)、本戦：１セットマッチ
U１２男子：５/３(日)
方法
※エントリー数によって変更する場合があります
たけがわＴＳ（インドア人工芝） ※組合せ・時間は４/２５ http://www.takegawa-ts.comにて
０５３２－３２－２８１８
Ｅメールにて申込：info@takegawa-ts.com
２０２０年４月１９日（日） 定員になり次第締切
※参加費 ４４００円（現金書留orご持参・締切後返金不可）
１２歳・１０歳以下：男女各優勝・準優勝 ※〒441-8011 豊橋市菰口町2-60 たけがわＴＳ
U１０：男子・女子 ６月６日（土）
集合時間・組合せは5/30頃、HPご確認
予備日６/１３（土）、１４（日）
U１２：男子・女子 ６月７日（日）
http://www.zhi.co.jp 「大会情報」にて
予選リーグ：６G先取(ノーアド)、本戦トーナメント(１Ｓマッチ) ※参加人数、天候により試合方法変更有
まほろば健康パーク 〒639-1126 奈良県大和郡山市宮堂町310
０７４３-５９-１７２５

メール申込: mahoroba-tennis@zhi.co.jp

TEL 0743-59-1725

５/１～５/２２ ※お申込後、期間内に参加費をお振込下さい
参加費 ５０００円 ※締切後、返金不可
１０歳・１２歳以下：男女各優勝・準優勝
※雨天の場合、１時間前にHPでご確認もしくはお電話で対応可
U１０：男女各１６名。５/２３（土） ８：３０集合 ９：００開始 ※予備日：５/３０(土)
U１２：男女各１６名。５/２３（土） ８：３０集合 ９：００開始 ※申込状況により募集人数を増やす場合あり。
予選リーグ：６ゲーム先取（ノーアド）、本戦トーナメント：１セットマッチ ※コンソレも有り
笠岡総合運動公園テニスコート（人工芝） 〒714-0054 岡山県笠岡市平成町６３－２
担当：亀山：０９０－２２９８－２３８０ ※天候不順の時、６：３０決定メールにて連絡致します。電話確認可。
参加費 ４４００円 ※試合当日会場お支払
Ｅメールにて申込：entry.tennis@gmail.com
１０歳・１２歳以下：男女各優勝
※締切：５/１５(金) 定員になり次第締切 ※締切後の返金不可
Ｕ１０男女、Ｕ１２男女とも６/２７(土)、２８(日)の２日間
ドローは当日発表になります。
両日とも８：４５集合、９：００試合開始 ※各種目１６名
http://www.sp-fukuoka.com
予選：リーグ戦（６G先取ノーアド）、１・２位が本戦（１Ｓマッチ）
春日公園テニスコート 〒816-0844 春日市原町3-1-4
雨天：パシフィックＴＡアメーバブログにて
所定用紙ご記入後≪Email：pasifictennis@yahoo.co.jp≫にお申込み。「2020韓国国際Jrエントリ-」記載

48時間以内に申込完了メール送信します。 返信無い場合：お手数ですが092-921-2525へ。
１０歳・１２歳以下：男女各優勝・準優勝

参加費４４００円

※締切 6/13 締切後のキャンセルは返金不可

※代表者が辞退の場合、全地区大会補欠の中から地区大会参加人数、戦績を考慮し選考いたします。
※韓国および日本国内のコロナウイルス情勢により韓国本大会が中止になる可能性があります。ご了承ください。
※お申し込みは各会場のお申込み先にご郵送されるようにお願いいたします。※何大会でもエントリー可能です。
※代表権を得たU12の選手で全日本Jrに出場できない場合は韓国に必ず参加する、という方はご連絡ください

ウェルカムパーティ

シングルス試合風景

キリトリ

ダブルス試合風景

予選大会申込用紙
フリガナ

東北 ・ 東京 ・ 南関東 ・ 中部 ・ 近畿 ・ 中・四 ・九州 （参加地区に○をつけてください）

年齢

性別

所

属

主な戦績

氏名
ご住所
〒
ウェ

市内観光

サービスコンテスト

日本チーム集合写真

生年月日 ２０ ＿年 ＿月＿ 日（現＿＿ 歳）

電 話 番 号

緊急連絡先

