
「テニスの日」２０１５年度 個別イベント表彰 
 

個別イベント大賞 （10,000 ポイント：チャーム 100 個 贈呈） 

インドアテニスセンターウイング札幌ウエスト  「テニスの日 Festival ありが 10（とう）」 

2015 年、ウイング札幌ウエスト校はおかげさまで開校 10 周年。 

【10】にちなんだ様々なイベント・キャンペーンに取り組みました。 

 

＜2015テニスの日イベント実施内容＞ 

・100 万人ボレーボレー《公式ルール》 

ミスなく 10 分間つながると達人の認定翼（wing＝スクール名）をモチーフに館内を装飾しました。 

・9/23 はテニスの日Ｆｅｓｔｉｖａｌ ありが 10（とう）と題して、テニスを中心に【10】のスポーツにチャレンジ。 

 一番盛り上がったイベントはコーチ真剣対決の観戦＆予想クイズでした。 

・ウイングオリジナル「日めくり川柳カレンダー」 

お題は【ウイング・テニス】 として、お客様にも参加していただき、スタッフも含め 31 日分の日めくり 

カレンダーを制作しました！ 

 「まいにち修造！」カレンダーの横に飾っております。（笑） 

 

 

ボレーボレー大賞  （5,000 ポイント：チャーム 50 個 贈呈） 

NEO インドア西新井テニススクール  「目標！達人 200 ペア」 

今年は「目標！達人 200ペア」を掲げました。 

（昨年は「目指せ！達人 150ペア」を掲げ、195ペアが達成しました） 

2015年度は、2,000人以上のお客様にご参加頂き、総参加ペアは 1,052ペア。 

 ・達人達成ペア 213ペア 

 ・5段達成ペア 204ペア 

 ・3段達成ペア 107ペア 

その結果、過去最高の『達人：213ペア』を達成することができました。 

 

※『ボレーボレー：めざせ日本一!』を掲げ、６年間、毎年過去最多達成者報告を達成。 

  ・2014年 達人 195組、五段 161組、三段 114組 

  ・2013年 達人 158組、五段 162組、三段 83組 

  ・2012年 達人 131組、五段 152組、三段 100組 

  ・2011年 達人 135組、五段 151組、三段 38組 

  ・2010年 達人 126組、五段 150組、三段 91組  

  ・2009年 10分間達成 88組 

 

 

テニスの日大賞  （5,000 ポイント：チャーム 50 個 贈呈） 

テニススクール東京グリーンヒルズ  「みんなテニスが好きになる テニススキ！Project」 

「みんなテニスが好きになる テニスキ！Project」をコンセプトに、9/23 テニスの日のお披露目を   

目指してオリジナルキャラクターとテニス応援歌「テニスがすき！」のＣＤ制作を進めました。 

 

9/23 当日は、ジュニアショートクラスのシングルス大会開催前に、名前を公募していた 

オリジナルキャラクターの命名式、テニス応援歌「テニスがすき！」の発表会を行いました。 

平成 26 年度のゆるキャラグランプリを獲得した「群馬ちゃん」とキグルミックス「ミックスくん」も応援  

参加しました。 

 

キャラクターの名前は「てにまる」くんに決定し、集まった約 100名の来場者で賑わった会場は 

大いに盛り上がりました。 

続いて開催したショートテニス(年長組と小学校 1 年生)のシングルス大会は 10 名が参加。 

5 名 1 ブロックの 7 ポイント先取ラウンドロビン戦を行い、表彰式はキャラクター「てにまる」くんから 

表彰状を授与し、参加賞として、テニスの日のチャーム、振動止め、てにまるくん缶バッヂを配布し 

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個別イベント特別賞  （3,000 ポイント：チャーム 30 個 贈呈） 

タウンテニス大泉学園  「たうてに君とテニスをしよう♪ テニスの日イベント」 

祝日ということもあり、9 月 22 日(火)を 1 日丸ごとイベント DAYにしました。 

「球出し系」「ラリー系」「試合系」「お楽しみ系」と計 7 種類のイベントを行いました。 

 

多くのイベントが行える状況だったので「球出しイベント(一般・ジュニア)」から始まり、「コーチとラリーイベ

ント」「チーム対抗戦(一般・ジュニア)」と順を追って試合に向かうようにイベントを企画し、試合に興味のな

い方や初心者も参加できる「100万人ボレーボレー」「家族でテニスイベント」も同時に行いました。子ども

から大人まで、初心から上級まで、生徒さんも外部の方も、もちろん男女問わず、誰でも楽しめるテニス

イベントを目指しました！ 

 

タウンテニス大泉学園のオムニコートから生まれたテニスコートの妖精「たうてに君」と一緒にテニスをす

ることで、いつもより楽しく、待ち時間まで楽しく、ここだけにしかないとても盛り上がったテニスイベントに

なりました♪ 

 

個別イベント特別賞  （3,000 ポイント：チャーム 30 個 贈呈） 

宝塚テニスクラブ   「パコンでテニス祭り」 

今回のイベントは、テーマである「お祭り」というところが特徴になりました。 

地域で良く行われるお祭りのように、スクール生だけでなく、そのご家族やお友達、 

また、地域の方々にも、気軽に参加して頂けるイベントだったと思います。 

 このようなイベントは初めて行いましたが、延べ３００名を超える多くの方に参加して頂きました。 

今後も継続して行うことで、参加人数・内容ともに、より一層盛り上がるイベントになると思います。 

また地域の方との交流する場にもなり、より多くの方にテニスを体験して頂き興味を持って頂けるか 

と思います。 

＜実施内容＞ 

 ・ジュニアバトルテニス…試合する機会が少ない子どもたちが試合にチャレンジ。 

 ・一般バトルテニス…スタッフも参加し、レベルは関係なくスクール全体で交流。 

 ・親子テニス…親子で協力して行う練習を中心に、親子ダブルスの試合も実施。 

 ・お祭り…屋台、的当て、スーパーボールすくい、巨大ボーリング 

 ・コーチによるエキシビションマッチ…コーチの本気のテニスを見てよりテニスに興味をもってもらい、 

そして、コーチのファンを増やす。 

 

個別イベント特別賞   （2,000 ポイント：チャーム 20 個 贈呈） 

株式会社ツカダプランニング   「ゆめチャレ＆テニス祭り」 

今回はテニスの日として 9 月 22日、23 日にツカダプランニングスクール内の小学生を対象とした、 

『ゆめチャレカップ』という試合の予選を開催しました。 

『ゆめチャレカップ』とは、ツカダプランニングオリジナルイベント『ゆめさがし』の一環として行われる 

小学生対象の試合となります。 

この試合の優勝者、準優勝者は 11月 23日に行われる、第２回『ゆめさがし』のイベント内『ゆめチャレカッ

プ本戦』に優先的に出場できます。 

 午後は毎年恒例『テニス祭り』を開催。たくさんのご家族の参加で大変盛り上がりました。  

『ゆめさがし』とは子供から大人まで、みんなでテニスを通して『ゆめ』を探そう、見つけようというテーマ 

でイベントを行っています。 

 

個別イベント特別賞  （2,000 ポイント：チャーム 20 個 贈呈） 

柏の葉インドアテニススクール  「テニスの日 KIT フェスティバル＆ボレリンピック」 

今年も、テニスの日の周知とスクール当日の宣伝を含めて、テニスの日推進協議会より提供していた 

だいたチラシを近隣のお店に貼ってもらい、チラシを入れる袋も用意してお店に渡し、興味ある方には 

持ち出せるようにしました。 

また、例年同様、テニスの日の単体企画ではなく、チャリティー企画にしました。 

普段なかなか「チャリティー」に触れる機会はないので、テニスの日というイベントだけに留まらず、 

社会に貢献出来る数少ないチャンスとして、このテニスの日をそのような位置付けにしています。 

イベント終了後には、寄付金の報告書を開示することで、チャリティーの報告も行いました。 

テニスの日イベントは、「テニスの日当日イベント」とボレーボレーに特化した「ボレリンピック」の 2 本軸 

で行い、テニスの日当日ならではの楽しさとイベントには直接参加しない代わりに、投票形式で 

楽しめる「ボレリンピック」を用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個別イベント特別賞  （2,000 ポイント：チャーム 20 個 贈呈） 

千歳テニス協会  「テニスの日＆体育の日 お楽しみテニス大会」 

子供から８０歳代の方まで全年齢を通じてテニスを楽しんでいただきました。参加費は無料とし、全員が                     

チャームと他景品を獲得できるように準備しました。次々にイベントを実施して、来場者に退屈な時間を与

えないようにしました。また、ボレーボレーは、より実際的にネット越しで実施したので、その分達人等が激

減したようです。 

・サービスのターゲットテニスは商品総額：5 万円。 

・新企画！マシーンに挑戦は球出し機を使い、5 球のうち 3 球以上をシングルスゾーンに返球 

すれば商品を贈呈しました。 

ゲームの出来ない初心者を対象に初心者教室と並行して紅白親善試合をそれぞれ実施しました。 

以上の内容で開催し、大変盛り上がり、盛況の内に無事故で終了しました。 

 

個別イベント特別賞  （2,000 ポイント：チャーム 20 個 贈呈） 

Golf Tennis ZONE Hesaka  「ゴルフ テニス ゾーン祭り」 

テニスの日（9/23）のイベントとして考え、ゴルフも含めて内部・外部共に 沢山の人に参加して頂き、

ZONEの良さを感じてもらい、会員の継続率 UP とテニスの普及に繋げていきました。 

＜イベント内容 ＞ 

ボレーボレー大会、三世代ファミリーテニス、腕試し 5 種競技、コーチ別レッスン、 コーチと一緒にわいわ

いダブルス、スタンプラリー、テニス用品バーゲン等 

 

幅広い年代が参加しやすく、また連続してイベントを受けやすい内容とし、さらにイベントとイベントの間を

10 分にして待ち時間を短くして、楽しんで頂けるようにしました。さらに、三世代ファミリーテニスと腕試し 

5 種、腕試し 5 種とコーチ別レッスン等、２つのイベントを連続して受けて頂けるように企画。 

三世代ファミリーテニスは子ども中心、コーチ別レッスンは大人、その中間に、大人も子どもも楽しめる腕

試しのイベントを設定しました。 

 

ボレーボレー特別賞  （3,000 ポイント：チャーム 30 個 贈呈） 

ジュエインドアテニス＆ゴルフ   「みんなで富士山頂を目指そう！（ﾎﾞﾚｰﾎﾞﾚ―で 3776M）」 

一般クラス（大人）・Ｊ２クラス（小中学生）は１分間ボレーボレー。 

キッズ・Ｊ１クラス（小学生）はコーチがストロークの１ヒットボレー対ストローク を実施ししました。 

ボレーボレー１往復→１０ｃｍで計算し、全スクール生で富士山頂（３７７６ｍ）を目指しました。 

その他、一般クラス（大人）では、クラスで一番多くボレーボレーをしたペアにチャームをプレゼント。 

Ｊ２クラス（小中学生）では、クラスで一番多くボレーボレーをしたペアにグリップテープをプレゼント。 

キッズ・Ｊ１クラス（小学生）では、参加したらテニスボールチョコをプレゼントしました。 

結果として、今年は「２９２４Ｍ」までしか登れませんでしたが、来年またチャレンジする予定です。 

 

 

ボレーボレー特別賞  （3,000 ポイント：チャーム 30 個 贈呈） 

TOP インドアステージ相模大野   「エクストリームボレーボレー2015」 

毎年、テニスの日のイベントとして、お客様に楽しんで見ていただける動画を作成し、また、楽しんで 

見て頂きながら「テニスの日」の周知を目指しています。 

昨年、最も評判の良かった「エクストリームボレーボレー」の内容を変更し、コーチ陣による 3 チーム 

対抗戦として「エクストリームボレーボレー」にチャレンジする動画を作成しました。 

またチャレンジの中でも常に「9月 23 日はテニスの日」をアピールしており、告知を意識して製作して 

います。 

 

テニスの日特別賞  （3,000 ポイント：チャーム 30 個 贈呈） 

株式会社スポーツクリエイト  ①目指せ！100 万人ボレーボレー  

②みんなでテニスへの想いを繋げよう！ パネルリレー 

①実施会場の 1 週間の全レッスンにおいて 30 秒間ボレーボレー。 

 本年の目標でもある 15 万人に当社の中の参加者でどのくらいイベント趣旨に寄与できるか。 

フロント等の目立つ場所に各クラスの最高記録者の記念撮影をした画像を貼りだし賑やかし。 

日々、事業所ブログにても進捗状況を周知した結果、参加者数は 3,466 名となりました。 

 

②テニスは子供から年配の方まで一緒に楽しめる生涯スポーツです。 

 それぞれの「テニスへの想い」をパネルに書いて頂き、それを動画や静止画で撮影し繋げたものを 

各スクールで製作し、公開しました。みなさんの様々な想いを集めてそれを実現できる環境整備に 

取り組む！という趣旨で実施いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



テニスの日特別賞  （3,000 ポイント：チャーム 30 個 贈呈） 

 （公財）横浜市緑の協会 都心事業所 山手公園  「テニスの日 記念イベント」 

・初心者歓迎のテニスレッスン （プロのコーチがテニスの基礎を教えます）。 

・昔体験 （100 年前のテニスラケットを実際に手に触れることができます）。 

・ボレーボレー大会。 

・的あてゲーム （サーブで的をあてます。見事当たった方は賞品がもらえます）。 

 

毎年子供の参加が多く、内容が限られてくるのが難しいところではありますが、その分テニスの裾野 

を広げる事に貢献していると思っています。テニスラケットの無償貸出しがあるせいか、初心者の参加 

が毎年増えています。テニス発祥記念館から昔のテニスラケットをお借りして、普段手にすることの 

できない貴重なラケットを手にすることができます。 

テニス発祥の地である山手公園でこのようなイベントが行われることに、大変意義があると思われます。 

 

 

個別イベント新人賞  （1,000 ポイント：チャーム 10 個 贈呈） 

ウイニングショットインドアテニススクール八王子校  「ウイニングショット“テニス祭り”」  

事前イベント（成人：ボレーボレー大会、ジュニア：パットパットテニス）を実施し、参加する事で 

9/22～23 の 200 円割引券をゲットすることができるようにしました。            

スペシャルレッスン・家族テニス・ジュニア体験会など、様々なテーマを設定したレッスンを行ない、 

技術の向上やテニスの楽しさを伝えていきました。 

そして体験会や家族テニスを通じて地域の方との交流を図ることを目指しました。 

 
 
個別イベント新人賞  （1,000 ポイント：チャーム 10 個 贈呈） 

テニスミニナール静岡   「ショットでビンゴ」 

“まとに当てただけで賞品がもらえる”。いやいや、それだけでは面白くない、という訳で、コートに並んだ

的の中にはビンゴの数字を用意し、ビンゴ大会がスタート。参加者のサーブが的に当たる度に出てくる 

数字を読み上げ、誰でもビンゴカードの数字を 1 列に並べることで賞品がもらえる形にしました。 

カードの数字が開くのに少しだけ時間はかかりますが、かなり盛り上がりました。 

また、2 球同時球出しのボレーボレーでギネス記録を目指すことに。しかし、今回のミノリアール静岡の記

録は 16 回でしたので、ギネス記録挑戦への道は来年へとつながっていくことになりました。 

 

 

個別イベント新人賞  （1,000 ポイント：チャーム 10 個 贈呈） 

テニスコア春日部  「2015 年 9/23（水）秋のテニス祭り♪ フットサルコラボ」 

フットサルとのコラボ企画を実施。ボレーボレーをラケットと足でつなぐことを企画し、 

他のスポーツ(サッカー・フットサル)の方たちにもテニスの楽しさを知っていただくことを目指しました！ 

 

 

 

 

個別イベント新人賞  （1,000 ポイント：チャーム 10 個 贈呈） 

ニッケテニスドーム八千代   テニスの日 １day ジュニアキャンプ 

通常インドアでのレッスンを受講しているジュニア達の初めてのアウトドアレッスン。 

これから外部の試合に参加していくジュニア達から始めたばかりのジュニアも参加した、幅広いレッスン 

内容となりました。午前中は基礎レッスン、お昼に全員でボレーボレー大会、サーブ的当てなどを実施。 

最後にはみんなで「テニスの日 9/23」をボール文字で描きました！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


