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合宿のテーマ 

１．７つのコーディネーショントレーニング（運動神経）を身につけよう！ 

２．テニスを通して、運動神経系のアップを図ろう！ 

３．親元から離れて自分のことは自分で出来るようになろう！ 

４．人と触合いコミュニケーション力をアップさせよう！ 

【【【【日日日日 程程程程】】】】        2013201320132013 年年年年７７７７月月月月 30303030 日（火日（火日（火日（火）～）～）～）～8888 月月月月 1111 日（木日（木日（木日（木））））2222 泊泊泊泊 3333 日日日日    現地集合・現地解散現地集合・現地解散現地集合・現地解散現地集合・現地解散    

【【【【実 施 場実 施 場実 施 場実 施 場 所所所所】】】】        「ニューサンピア栃木」「ニューサンピア栃木」「ニューサンピア栃木」「ニューサンピア栃木」    栃木県鹿沼市栃窪栃木県鹿沼市栃窪栃木県鹿沼市栃窪栃木県鹿沼市栃窪 1255125512551255 番地番地番地番地    TEL 0289TEL 0289TEL 0289TEL 0289----55555555----1131113111311131    

                                                            http://newsunpiahttp://newsunpiahttp://newsunpiahttp://newsunpia----tochigi.com/tochigi.com/tochigi.com/tochigi.com/    

【【【【宿 泊 場宿 泊 場宿 泊 場宿 泊 場 所所所所】】】】        ニューサンピア栃木ニューサンピア栃木ニューサンピア栃木ニューサンピア栃木    

【【【【練 習 コー練 習 コー練 習 コー練 習 コートトトト】】】】        砂入り人工芝砂入り人工芝砂入り人工芝砂入り人工芝 6666 面面面面    

【【【【費費費費 用用用用】】】】        ３５，７００３５，７００３５，７００３５，７００    円（円（円（円（2222 泊泊泊泊 3333 日日日日 6666 食付き）食付き）食付き）食付き）    ※（初日の昼食は各自持参）※（初日の昼食は各自持参）※（初日の昼食は各自持参）※（初日の昼食は各自持参）    

【【【【定定定定 員員員員】】】】        80808080 名名名名（予定）（予定）（予定）（予定）    

【【【【参 加 資参 加 資参 加 資参 加 資 格格格格】】】】        小・中・高・大学生、学びたいそして強くなりたい小・中・高・大学生、学びたいそして強くなりたい小・中・高・大学生、学びたいそして強くなりたい小・中・高・大学生、学びたいそして強くなりたいジュニア大歓迎！ジュニア大歓迎！ジュニア大歓迎！ジュニア大歓迎！    

【【【【ス タ ッス タ ッス タ ッス タ ッ フフフフ】】】】        ブイサインスタッフ他ブイサインスタッフ他ブイサインスタッフ他ブイサインスタッフ他    

【【【【申 込 方申 込 方申 込 方申 込 方 法法法法】】】】        所定の申込み用紙に必要事項を記入の上、参加費を添えて所定の申込み用紙に必要事項を記入の上、参加費を添えて所定の申込み用紙に必要事項を記入の上、参加費を添えて所定の申込み用紙に必要事項を記入の上、参加費を添えてお申込下さい。お申込下さい。お申込下さい。お申込下さい。    

                                            お電話・メールでのご予約も承ります。お電話・メールで予約された場合は、お電話・メールでのご予約も承ります。お電話・メールで予約された場合は、お電話・メールでのご予約も承ります。お電話・メールで予約された場合は、お電話・メールでのご予約も承ります。お電話・メールで予約された場合は、    

予約後予約後予約後予約後 1111 週間以内に参加費を持参又はお振込にて手続きをお願いいたします。週間以内に参加費を持参又はお振込にて手続きをお願いいたします。週間以内に参加費を持参又はお振込にて手続きをお願いいたします。週間以内に参加費を持参又はお振込にて手続きをお願いいたします。    

振込先：振込先：振込先：振込先：    栃木栃木栃木栃木銀行銀行銀行銀行            三の沢三の沢三の沢三の沢支店支店支店支店        普通普通普通普通    ４０１５９８１４０１５９８１４０１５９８１４０１５９８１    

【【【【申 込 締申 込 締申 込 締申 込 締 切切切切】】】】        2013201320132013 年年年年 7777 月月月月 15151515 日（月日（月日（月日（月））））    ※定員になり次第締め切らせていただきます。※定員になり次第締め切らせていただきます。※定員になり次第締め切らせていただきます。※定員になり次第締め切らせていただきます。    

【キャンセルについて】【キャンセルについて】【キャンセルについて】【キャンセルについて】            

キャンセル日キャンセル日キャンセル日キャンセル日    合宿当日合宿当日合宿当日合宿当日    7777 月月月月 11116666 日以降～合宿前日日以降～合宿前日日以降～合宿前日日以降～合宿前日    

キャンセル料キャンセル料キャンセル料キャンセル料    参加費の全額参加費の全額参加費の全額参加費の全額    参加費の半額参加費の半額参加費の半額参加費の半額    

 

 

強強強強くなるためにくなるためにくなるためにくなるために必要必要必要必要なななな能力能力能力能力ってなんでしょうかってなんでしょうかってなんでしょうかってなんでしょうか。。。。    

強強強強くなるにはくなるにはくなるにはくなるには、、、、テニスのテニスのテニスのテニスの技術技術技術技術だけだけだけだけでなくでなくでなくでなく、、、、沢山沢山沢山沢山のことをのことをのことをのことを知知知知

ららららなければなりませんなければなりませんなければなりませんなければなりません    

合宿合宿合宿合宿をををを通通通通してしてしてして、、、、強強強強くなるためにくなるためにくなるためにくなるために必要必要必要必要なことをなことをなことをなことを仲間仲間仲間仲間とととと一緒一緒一緒一緒にににに

学学学学んでんでんでんで欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

このキャンプはこのキャンプはこのキャンプはこのキャンプは各都県各都県各都県各都県からジュニアのからジュニアのからジュニアのからジュニアの集集集集まるまるまるまる合同合同合同合同キャンキャンキャンキャン

プになっていますプになっていますプになっていますプになっています。。。。テニスをテニスをテニスをテニスを通通通通してしてしてして、、、、キャンプでのキャンプでのキャンプでのキャンプでの生活生活生活生活をををを

通通通通してしてしてして、、、、仲間同士仲間同士仲間同士仲間同士のののの絆絆絆絆（（（（きずなきずなきずなきずな））））をををを深深深深めあいめあいめあいめあい、、、、キャンプのキャンプのキャンプのキャンプの

終終終終わりにはわりにはわりにはわりには多多多多くのくのくのくの仲間仲間仲間仲間とととと友達友達友達友達になれるようにしていきましになれるようにしていきましになれるようにしていきましになれるようにしていきまし

ょうょうょうょう。。。。    

コーチコーチコーチコーチ陣陣陣陣もももも一丸一丸一丸一丸となってサポートしていきますとなってサポートしていきますとなってサポートしていきますとなってサポートしていきます    

是非是非是非是非ごごごご参加下参加下参加下参加下さいさいさいさい(*^_^*)(*^_^*)(*^_^*)(*^_^*)    

    
〒〒〒〒321321321321----0346034603460346        

栃木県宇都宮市下荒針町栃木県宇都宮市下荒針町栃木県宇都宮市下荒針町栃木県宇都宮市下荒針町 4083408340834083－－－－1111    ((((有有有有)vsign)vsign)vsign)vsign    

TEL 028TEL 028TEL 028TEL 028----648648648648----6640  FAX 0286640  FAX 0286640  FAX 0286640  FAX 028----616616616616----6016601660166016    

EEEE----mail mail mail mail info@vsignsports.jpinfo@vsignsports.jpinfo@vsignsports.jpinfo@vsignsports.jp                

ブイサインホームページブイサインホームページブイサインホームページブイサインホームページ    http://www.vsignsports.jphttp://www.vsignsports.jphttp://www.vsignsports.jphttp://www.vsignsports.jp    

 
佐藤政大佐藤政大佐藤政大佐藤政大        サトウＧＴＣ代表サトウＧＴＣ代表サトウＧＴＣ代表サトウＧＴＣ代表    

2011・2010 全日本ベテラン（35 才以上）、2012（40 才以上）ダブルス優勝 

2003 全日本 MIX ダブルス ベスト 4 国体栃木県代表 13 年連続など 

【日本体育協会認定 テニス上級コーチ】 

幼い頃からテニスに親しみ、全国小学生、全国中学生、インターハイなどの 

全国大会に出場テニスを通じて多くの出会いを経験。各地でテニスの指導にあたり 

多くの子供達を育てながら、自身も 35 才を機にベテランに挑戦し、念願の日本一を達成する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7777 月月月月 30303030 日（火日（火日（火日（火）第）第）第）第 1111 日目日目日目日目    7777 月月月月 31313131 日（水日（水日（水日（水）第）第）第）第 2222 日目日目日目日目    8888 月月月月 1111 日日日日（木（木（木（木）第）第）第）第 3333 日目日目日目日目    

時間時間時間時間    内容内容内容内容    時間時間時間時間    内容内容内容内容    時間時間時間時間    内容内容内容内容    

        6666：：：：00000000    

７：７：７：７：30303030    
朝練習（自主）朝練習（自主）朝練習（自主）朝練習（自主）    コート開放コート開放コート開放コート開放    6666：：：：30303030    マッチ練習開始マッチ練習開始マッチ練習開始マッチ練習開始    

順番に朝食をとります順番に朝食をとります順番に朝食をとります順番に朝食をとります    

 

 

    

    

    

    

    

    

9999：：：：30303030    受付受付受付受付・コート集合・コート集合・コート集合・コート集合・写真撮影・写真撮影・写真撮影・写真撮影    7777：：：：45454545    朝食朝食朝食朝食    
7777：：：：00000000    

9999：：：：00000000    

10101010：：：：00000000    

    

    

    

11111111：：：：00000000    

    

フィジカルトレーニングフィジカルトレーニングフィジカルトレーニングフィジカルトレーニング    

「歩き方・走り方・座り方」「歩き方・走り方・座り方」「歩き方・走り方・座り方」「歩き方・走り方・座り方」    

講師：吉村健児講師：吉村健児講師：吉村健児講師：吉村健児    

ココココーディネーションーディネーションーディネーションーディネーション    

トレーニングの必要性・実践トレーニングの必要性・実践トレーニングの必要性・実践トレーニングの必要性・実践    

    講師：杉山彰講師：杉山彰講師：杉山彰講師：杉山彰    

9999：：：：15151515    

9999：：：：30303030    

    

    

10101010：：：：30303030    

    

    

コート集合コート集合コート集合コート集合    

フィジカルトレーニングフィジカルトレーニングフィジカルトレーニングフィジカルトレーニング    

「フットワーク講習会」「フットワーク講習会」「フットワーク講習会」「フットワーク講習会」    

講師：吉村健児講師：吉村健児講師：吉村健児講師：吉村健児    

練習開始練習開始練習開始練習開始    

    

    

    

    

    

    

12121212：：：：00000000    昼食・休憩（お弁当持参）昼食・休憩（お弁当持参）昼食・休憩（お弁当持参）昼食・休憩（お弁当持参）    12121212：：：：00000000    昼食・休憩昼食・休憩昼食・休憩昼食・休憩        12121212：：：：00000000    昼食・休憩昼食・休憩昼食・休憩昼食・休憩    

13131313：：：：15151515    

13131313：：：：30303030    

    

    

15151515：：：：30303030    

コート集合コート集合コート集合コート集合    

練習開始練習開始練習開始練習開始    

    

13131313：：：：15151515    

13131313：：：：30303030    

    

15151515：：：：00000000    

    

    

    

プール集合プール集合プール集合プール集合    

プールトレーニングプールトレーニングプールトレーニングプールトレーニング    

    

コート集合コート集合コート集合コート集合    

練習開始練習開始練習開始練習開始    

    

・・・・    

13131313：：：：30303030    

    

    

15151515：：：：00000000    

15151515：：：：30303030    

    

    

マッチ練習マッチ練習マッチ練習マッチ練習    

    

    

終了終了終了終了    

解散解散解散解散    

17171717：：：：00000000    

    

チェックイン（部屋に移動）チェックイン（部屋に移動）チェックイン（部屋に移動）チェックイン（部屋に移動）    

入浴・自由時間入浴・自由時間入浴・自由時間入浴・自由時間    

※班ごとに入浴※班ごとに入浴※班ごとに入浴※班ごとに入浴 TIMETIMETIMETIME    

17171717：：：：10101010    

    

18181818：：：：30303030    

チェックイン（部屋に移動）チェックイン（部屋に移動）チェックイン（部屋に移動）チェックイン（部屋に移動）    

入浴・自由時間入浴・自由時間入浴・自由時間入浴・自由時間    

※班ごとに入浴※班ごとに入浴※班ごとに入浴※班ごとに入浴 TIMETIMETIMETIME            

    

    

    
18181818：：：：30303030    楽しい（楽しい（楽しい（楽しい（*^_^**^_^**^_^**^_^*）夕食）夕食）夕食）夕食    18181818：：：：45454545    楽しい（楽しい（楽しい（楽しい（*^_^**^_^**^_^**^_^*）夕食）夕食）夕食）夕食    

20202020：：：：00000000    

    

花火大会✿花火大会✿花火大会✿花火大会✿    20202020：：：：00000000    

    

    

ミーティングミーティングミーティングミーティング    

    

    

21212121：：：：00000000    自由時間自由時間自由時間自由時間    21212121：：：：00000000    自由時間自由時間自由時間自由時間    

22222222：：：：00000000    
就寝就寝就寝就寝    おやすみなさいおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい        

((((----____----)zzz)zzz)zzz)zzz    
22222222：：：：00000000    

就寝就寝就寝就寝    おやすみなさいおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい        

((((----____----)zzz)zzz)zzz)zzz    

※※※※スケスケスケスケジュールジュールジュールジュール・講師等・講師等・講師等・講師等は変更になることは変更になることは変更になることは変更になることががががあります。あります。あります。あります。    

【フィジカルトレーニン担当】【フィジカルトレーニン担当】【フィジカルトレーニン担当】【フィジカルトレーニン担当】    吉村健児吉村健児吉村健児吉村健児    

日本体育協会公認日本体育協会公認日本体育協会公認日本体育協会公認アスレティックトレーナアスレティックトレーナアスレティックトレーナアスレティックトレーナーーーー    

柔道整復師柔道整復師柔道整復師柔道整復師    

身体のどの部分を使い、鍛えることによって最高のパフォーマンスを引き

出すことができるのかをトレーナーならではの観点から考え、トレ-ニングを

行います。 みんなで一緒にガンバリましょう（*^_^*） 

【コーディネーショントレーニング担当】【コーディネーショントレーニング担当】【コーディネーショントレーニング担当】【コーディネーショントレーニング担当】    杉山彰杉山彰杉山彰杉山彰    

JACOTJACOTJACOTJACOT ブロンズライセンスブロンズライセンスブロンズライセンスブロンズライセンス取得取得取得取得    

日本テニス日本テニス日本テニス日本テニス協会協会協会協会認定認定認定認定テニスコーチテニスコーチテニスコーチテニスコーチ    

楽しく身体を動かしながら、効果的に運動能力を高めていくトレーニングは、テニス

だけでなくあらゆるスポーツに応用することができます。 

最初は難しくてもきっと出来るようになります。是非、挑戦してみて下さい。 

チェックリスト 

□テニスの用意 □お弁当（30 日昼分） 

□洗面用具 

□T シャツ・短パンなどの着替え 

（汗をかくのでおおめに） 

□下着 □帽子 □タオル(大 1･小 2,3 枚) 

□大きめの水筒 □クーラーバック 

□プールの用意(水着･ゴーグル・サンダル) 

□筆記用具(ノート･鉛筆･消しゴム) 

□日焼け止め □常備薬（虫よけなど） 


