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ジュニアが挑む世界への登竜門
エディーハー&ジュニアオレンジボウル 

 

毎年、フロリダで行われる超メジャー大会、
エディーハー&ジュニアオレンジボウルに参戦
します。エディーハーは錦織選手や、シャラ
ポワ選手の活動拠点でもあるIMGアカデミー
(フロリダ州ブレイデントン)で行われます。
広大な敷地の中にはアメフト、バスケ、野
球、ゴルフ、テニス等、さまざまなトレーニ
ング施設があり、カートを使って敷地内を移
動します。U12,14,16,の大会と、ITFジュニア
G1の大会が行われます。                                       

ジュニアオレンジボウルの会場はIMGから車
で3,4時間南下したマイアミで行われます。ア
メリカ最南端のマイアミでは、スペイン語を
話す人も多く、流れる時間もゆったりした印
象です。50年以上もの長い歴史を持つジュニ
アオレンジボウルにも、エディーハー同様、
世界各国のジュニア選手が集まってきます。
会場もカテゴリー別に4ヶ所に分かれます。
マイアミオープンでも使われるU14男子の会
場、クランドンパークでは毎年プロの選手が
練習しているのを目の前で観戦する事もでき
ます。U12,U14,U16とITFジュニアGAの大会
が行われます。今年のウィンブルドンでも大
活躍した15才のガウフも昨年プレーしていま
した。近年この2大会では、日本の選手の活
躍が目立ち、日本のジュニアのレベルの高さ
を感じます。 
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毎日の試合が君を強くする！ 

HYSのフロリダ遠征は、毎日が真剣勝負。                            
世界各国の選手と戦い続ける、完全なる試合合宿！！ 

Eddie Herr,   Junior Orange Bowl,          
Little Mo (未定)  Casely  

メジャー大会2大会に加え、間に行われるリトルモー
の大会参加も予定しています。また、その他の日程
はメジャー大会に集まる世界各国の選手達に用意さ
れた2DaysトーナメントCaselyに出場します。この
大会は、コンソレーションもある為、初日で負けて
しまっても翌日も試合ができます。コンソレーショ
ンで優勝してもメダルがもらえるので、子供たちの
モチベーションアップにもつながっています。 

試合後はすぐに試合のリフレクションをし、練習。
翌日、即実践で試す。この繰り返しが、強い選手を育
成していきます。 

世界のテニスを目にして 

海外の選手は表現豊かで、色々なタイプの選手がいま
す。弾まない失速する日本のオムニコートとは違い、
ハードコート、クレーコートが基本の海外はテニスが立
体的です。又、選手は気性も荒く、ラケットを投げたり、
叫んだり、泣いたり、やる気を失くしたり。ただ、底力も兼
ね備え、信じられない爆発力もあります。日本人の我慢強
く賢いテニスに対して、我慢せずに感情をむき出しにし、
雑ながらすごいパワーで押してきます。世界のテニスを体感
しながら、是非良い所を取り入れていきたいですね。  

1
毎日試合

2
振り返り

3
練習
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安全で充実した宿泊施設 

1. 一軒家をまるまる貸し切るので、 必要なものは全て揃っています。 

一軒家を借りるため、セキュリティもしっかりし大人も一緒で安全です。安全です。キッ
チンに洗濯機、乾燥機、多くのベットルーム、バスルーム、広い庭にはプールにBBQ。充
実したアメニティーが、過ごしやすく素晴らしい遠征をより引き立ててくれます。先発組
が滞在する場所にはテニスコートもあり、最高の環境です。 

2. プール付きの家では、疲れた体を冷やし、リフレッシュにも最適。 

庭にはプールに、ベット、BBQスペースもあります。オンオフをハッキリさせ、テニスが
終わった後の最高に楽しめる自由時間こそが、次の日の活力となり、遠征を充実して成功
させるカギの一つです！！ 
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共同生活の中から育まれる自立心 

HYSの遠征では、自立心を育むために、自炊、洗
濯、掃除、全てを子供たちが協力して行うことも
重要視しています。ただテニスをするだけでな
く、生活そのものが子供たちを大きく成長させる
からです。共同生活を通して、周りに気を使い、思
いやりを持って生活することも良い経験となりま
す。 

『フロリダに来て変わったことは、ご飯を自分た
ちで作ったり、後片付けをしたり、身の回りのこ
とは全て自分でやるようになった。今までは親に
任せてたから、いつもよりテキパキ行動できるよ
うになった。』                                                           

『勉強やトレーニング、食事を毎日やっていく
と、普通になり、自ら動くことがとても多くなっ
た。』                                                                           
『食事の準備も、家でやってなかったのにやれる
ようになったから、家でも、すぐゲームじゃなく
て、進んで手伝いができるようにしたい。』 

子供たちは以外と、なんでも自分たちでこなせま
す。大人が待てずに先回りして注意したり、やっ
てあげたりしてしまうことの多い日常生活から離
れることで、『自分にもできるんだ』と大きな自
信も生まれます！！ 

自炊、洗濯、掃除、全てを   
子供たちの手で

遠征の感想では

実は自立している子供たち
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スケジュール(予定) 

11/21 木 成田出発 フロリダ到着
11/22 金
11/23 土 Casely#1
11/24 日 Casely#1
11/25 月 Casely#2
11/26 火 エディーハー予選サイン Casely#2
11/27 水 エディーハー予選
11/28 木 エディーハー予選
11/29 金 エディーハー予選 Casely#4

11/30 土 エディーハー予選 Casely#4
12/1 日 エディーハー予選 エディーハー本戦サイン Casely#5
12/2 月 エディーハー本戦 Casely#5
12/3 火 エディーハー本戦
12/4 水 エディーハー本戦
12/5 木 後発組 出発 到着
12/6 金 リトルモー
12/7 土 リトルモー
12/8 日 リトルモー
12/9 月 リトルモー

12/10 火 リトルモー
12/11 水 リトルモー
12/12 木
12/13 金 オレンジボウル予選サイン
12/14 土 オレンジボウル予選
12/15 日 オレンジボウル予選 Casely#12
12/16 月 オレンジボウル予選 オレンジボウル本戦サイン Casely#12
12/17 火 オレンジボウル本戦 Casely#13
12/18 水 オレンジボウル本戦 Casely#13

12/19 木 オレンジボウル本戦
12/20 金 オフ
12/21 土 フロリダ出発
12/22 日 成田到着
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ギャラリー 
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世界中にいっぱい友達を作ろう！ 

お申し込み、ご質問はhello@hys-tennis.com 樫村までお問い合わせ下さい。

mailto:hello@hys-tennis.com

	CONTENTS
	ジュニアが挑む世界への登竜門エディーハー&ジュニアオレンジボウル
	3
	2
	1
	毎日の試合が君を強くする！
	安全で充実した宿泊施設
	共同生活の中から育まれる自立心
	スケジュール(予定)
	ギャラリー
	世界中にいっぱい友達を作ろう！

