
「テニスの日」２０１６年度 個別イベント表彰 
 

★個別イベント大賞 （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「テニスの日はウイングへ GO！」！ 

あなたは何個のメダルをＧＥＴできるか？  

メダルの色によって、テニス用品・コートレンタルでご利用できるポイントを進呈 

インドアテニスセンターウイング札幌ウエストで丸ごと 1日中楽しめる企画を盛り沢山に 

ご用意しました！ 

【種目】： 

①テニスの日 ボレーボレーＷＥＥＫ 金 1000Ｐ・銀 500Ｐ・銅 300Ｐ （レベル別 表彰） 

②テニスの日 お一人様ダブルス 金 1000Ｐ・銀 500Ｐ・銅 300Ｐ 

③あなたの夢叶えます 第 2弾 金 2000Ｐ・銀 1000Ｐ・銅 500Ｐ （スタッフ投票制） 

金メダルの方の夢は 9/22 15：30～16：30 でお祭り当日叶えます！ 

④Baby Steps教室 （ジュニアの部）・（一般の部） 金 500Ｐ・銀 300Ｐ・銅 100Ｐ 

⑤テニスの日 卓球大会 金 1000Ｐ・銀 500Ｐ・銅 100Ｐ 

⑥テニスの日 ボウリング大会 金 2000Ｐ・銀 1000Ｐ・銅 500Ｐ 

⑦テニスの日 ミックスダブルス大会 金各 8000Ｐ・銀各 4000Ｐ・銅各 2000Ｐ 

⑧ポケモンＧＯ 図鑑の数 金 500Ｐ・銀 300Ｐ・銅 100Ｐ （一般のみ参加） 

 （テニスの日ＷＥＥＫお一人様 1回エントリー） 

⑨テニスの日 コーチ真剣勝負 勝利ペア当てクイズ 全問正解者 1000Ｐ 

⑩手作りメダルコンテスト 金 1000Ｐ・銀 500Ｐ・銅 100Ｐ   

 

★ボレーボレー大賞  （チャーム 50 個 贈呈） 

NEO インドア西新井テニススクール  「目指せ達人！10分間ボレーボレー！」 

毎年、通常レッスン時の全レッスンで 10分間ボレーボレーイベントを実施しております。 

スクール生一丸となって取り組み、昨年まで毎年【達人】認定者数を更新し続けていますが、 

今年は… 

総参加者数：2,108名（参加ペア数は、延べ 1,054ペア！） 

達人ぺア：232ペア 

五段ペア：202ペア 

三段ペア：113ぺ 

達人はなんと 232ペア！ 

昨年の 212ペアを 20も上回り、史上最多をまたまた更新です！ 

1週間毎日続けてやっています！ボレーボレーが楽しみで来られる方も！ 

 

★テニスの日大賞  （チャーム 50個 贈呈） 

豊田市テニス協会  「2016 おいでんテニスデー」 

2002年から毎年、テニスの日に合わせて「おいでんテニスデー」を開催。 

今年も豊田市内 4会場で「テニスの日」にちなんだイベントを開催しました。                   

・交流ダブルス・・部門問わず、一日ダブルスを楽しむ 

・100万人ボレー＆ボレー 

・的当てゲーム・・サーブで的に当たったら賞品 GET! 

・お楽しみジャンケン大会・・賞品はＤＳＷＣチケット 

・キッズテニス（4～8歳対象）・・年齢を考慮してクラス分けをし、 

スポンジボールでテニスに親しんでもらう。 

 

一日中、いろんな人とダブルスを楽しんでいただきました。 

初体験の子どもたちも、初めてのテニスに興味津々。 

錦織効果も手伝ってか、テニスに注目、興味が沸いて楽しく参加 

していただきました 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

個別イベント優秀賞  （チャーム 30個 贈呈） 

GODAIテニスカレッジ亀戸校  「テニス感謝祭」  

親子テニスやダブルス選手権、エキシビジョンマッチ、運動会やクイズ大会などなど 

盛り沢山のイベントを用意。来場者には、一日中、朝から晩までテニスに係わるイベントに参加

していただきました。 

イベント１：コーチに挑戦（参加者 100名） 

イベント２：親子テニス（参加者 80名） 

イベント３：運動会（参加者 150名） 

イベント４：ローテーションダブルス選手権(参加者 50名） 

イベント４：ベテランコーチ対若者コーチ エキシビジョンマッチ（観戦者 300名） 

イベント５：コート全面的当て賞品ｹﾞｯﾄだぜ（参加者 200名） 

イベント６：テニスクイズ大会（参加者 100名） 

★イベント総参加者＝500名！！＊重複除く 

お客様からはとにかく楽しい！と感謝の声を多く頂けました。  

 

 

個別イベント優秀賞  （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 2016」 

昨年開催した際の趣旨と同様、地域の一つのお祭りとして行い、地域の子供達・ 

その保護者の方と交流をもち、これをきっかけにテニスに興味をもって頂くことが 

大きな目的です。 

■一般バトルテニス： 

さまざまな状況でのゲーム形式・ポイントマッチを行う。普段、一般の方と接点のない 

選手コースの子供達もゲストで参加し、選手の子ども達の紹介・交流を深める。  

■ジュニア・ショート特別レッスン・バトルテニス： 

普段試合をあまり経験できない子ども達が、練習し、試合にチャレンジ。 

試合を経験することで、技術的な部分・マナー的な部分を考えるきっかけとすることも 

考えました。 

■中高生特別強化レッスン■親子テニス： 

親子で行う内容を中心に１時間テニスを楽しむ。親子でダブルスをくみ試合も行う。 

また、親子でできる簡単な練習を紹介し、普段から親子でテニスしてもらうきっかけ 

づくりを考えました。 

■お祭り：昨年より、ゲームの内容・飲食物の内容を増やし、このお祭りでしかできない 

オリジナルのゲームを数多く楽しんでもらいました。 

■エキシビジョンマッチ ■大抽選会 など多彩なイベントを 1日中行いました。 

 

 

個別イベント特別賞   （チャーム 20 個 贈呈） 

千歳テニス協会  「みんなで楽しく Let's テニス 

晴天に恵まれた「テニスの日」を老若男女を問わず、 

初心者から一般愛好家まで、全員でテニスの楽しみました！ 

★初心者テニス教室『めざせ！錦織圭！』小さな体で一生懸命頑張りました！ 

★『紅白親善テニス』最大年齢差はなんと 70才！ 

“生涯スポーツ”【テニス】 を参加者皆で体感！楽しみました！！！！ 

★今年も『マシーンに挑戦！』このマシーンは本当に手強いんです！ 

★『ターゲットテニス』コートの置かれた沢山の賞品をサーブでゲット！ 

全員で 100万人ボレーボレーにもチャレンジしました！ 

来年も楽しい企画で皆さんを楽しませます！ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

個別イベント特別賞  （チャーム 20個 贈呈） 

Golf Tennis ZONE Hesaka 「2016 ZONE まつり」 

●『コーチも入るぞ！わいわいダブルス☆』 

今回は 4才の小さなお子さんから、スクール生はもちろんスクール生以外の方にも参加 

して頂けるイベントを企画していきました。特にスクール生の方には、普段、コーチと一緒 

にゲーム(試合)をする機会がないので、そういった時間を設けました。 

●『親子テニス』『ベビーステップテニス教室』『ジュニア特別レッスン』 

子どもたちが参加できるイベントは、親子のスキンシップが図れるよう様に、親子テニスや 

日頃あまり打つことのない「トリックショット」の練習をして、楽しんで頂きました。 

●『スタンプビンゴゲーム』 

テニス・ゴルフ・トレーニングと３つの施設を併せ持つことをアピールするべく、それぞれの 

動きを取り入れたお題をクリアしてもらう形式のビンゴにしました。 

 

 

個別イベント特別賞  （チャーム 20個 贈呈） 

湘南インドアテニスクラブ  「2016テニスの日 親子テニス教室」 

『テニス・コミュニケーションで家族の絆を深めよう』をテーマに掲げ、平成 10年の第一回 

開催より、毎年恒例となり続けられてきた「親子テニス教室」は、今年で 19回を数え、回を 

重ねる毎に応募者が増え、現在〔定員 260名〕のところ応募者が〔30名〕を超す勢いです。 

家族内でコミュニケーションが取りづらい今、〔テニス・コミュニケーション〕で家族の絆を 

深めようとの呼び掛けが浸透してきたことと、〔TENNIS・PLAY&STAY〕の導入により、親子及び 

祖父母と孫（子供年齢：3才～12才）でプレーでき、コート 6面を横に使って大勢の参加者が 

集える環境が整ったことにあるものと思われます。テニス人口裾野拡大という目的において最も 

効果的なテーマであると考えています。又、“テニス”というスポーツの本来持っている一番の 

楽しい魅力はやはり「ボールを通した会話」＝〔テニス・コミュニケーション〕にあると信じ、 

「テニスで少しでも社会のお役に立てているのであれば」大変幸せなことと考えています。 

 

 

個別イベント特別賞  （チャーム 20個 贈呈） 

柏の葉インドアテニススクール  「KITテニスフェスティバル＆ボレリンピック 2016」  

イベント当日、イベントに参加できる方、出来ない方がいらっしゃるので、どちらの方も 

「テニスの日」を楽しめるよう、「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本軸で企画。テニスの日ならではのイベントの楽しさと、イベントに  

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。 

○当日イベントは「テニスが出来ることに感謝」をスローガンに行い、普段のレッスンとは  

 違う角度でテニスに触れ合ってもらいました。 

○ボレリンピックでは、「ボレーボレー」により親しんでもらうために、コーチが少し難しいボ  

 レーボレーに挑戦しました。 

また、今年も「テニスの日」としてだけでなく「チャリティー」としても位置づけをし、 

「熊本地震災害募金箱」を設置した他、イベント参加費の一部も募金に充てることにしました。 

チャリティーに携われる貴重な機会であり、「テニスの日」イベントを社会貢献活動 としても 

位置付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

個別イベント特別賞  （チャーム 20個 贈呈） 

安来テニス協会  「第 17回チャオテニスキッズトーナメント」 

安来市は島根県最東部に位置し鳥取県に隣接するので、通常のジュニア大会ではあまり 

対戦できない他県の選手との交流ができます。今回は総エントリー数が過去最高の 123名 

となり、運動公園テニスコート 8面と市民体育館レッドボール特設コート 8面とで同時開催 

しました。スタッフも 16名で運営しました。 

恒例のターゲットテニスでは全員に賞品を、また記念チャームと参加賞も全員に配布し 

参加者に喜ばれました。 

これからもテニスの日のイベントを通じて沢山のジュニアがテニスに興味を持ち、そして 

競技人口が増加するよう、お手伝いできればと思っています。 

 

 

 

 

ボレーボレー優秀賞  （チャーム 30個 贈呈） 

TOP インドアステージ 津田沼  「ボレー×２ 対抗戦」 

姉妹校である亀戸校とボレー×2の回数を競いました。 

テニスの日イベントで他校と一緒に行う事、そしてボレー×2で対抗戦を行い、スクール 

生の達成度で競うのは初めてだったので、スクール生だけでなく主催者側の私たちも楽しめ 

たイベントになりました。 

概要は、クラスごとに各校のボレー回数を数えて合計数を競う形としました。 

 

 

 

ボレーボレー優秀賞  （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！（リベンジ）＆どの山までのぼれるかな？」 

去年達成できなかったのでリベンジ企画です。 

ボレーボレー１往復１０cmで計算し、今年も、３,７７６Ｍの富士山頂をスクール全体で 

目指しました。 

今年はジュニアクラスをセルフボレーボレー（ボールつき）にしてかなり回数が増やせた 

ので富士山頂を早い段階で達成しました。そしてその後は「モンブラン」「キリマンジャロ」 

「エベレスト」と世界の山々をどこまで登れるか、という企画も追加しました。 

記録を毎日更新してスクール生の方の興味を引くようにしました。 

去年のリベンジ企画だったのでお客様も「今年こそは！」と思って下さったようです。 

 

 

 

ボレーボレー特別賞  （チャーム 20個 贈呈） 

タムラクリエイト株式会社 Ken’sテニススクール    

「テニスの日クイズ  コーチによる 3人 1組ボレーボレー対決 優勝チームはどこ？」 

Ken’s全校のコーチを 3人 1組に分け、1分間で何回ボレーボレーが出来るかを競い、それを 

お客様に投票用紙にて優勝チーム予想をし、応募して頂くという内容でイベントを実施しました。 

・参加コーチ陣は 17組 

・クイズへの投票参加者数は 3,500名！ 

全てのプレーを動画撮影し、編集後、お客様に楽しんで頂けるよう、全会場のモニターで流して 

います。17チームが、それぞれ数を伸ばすためにアイデアを絞りますが、単純で地味なプレーが、逆

に笑いを誘います。 

スタッフが一丸となる機会となり、またその様子をお客様に見て頂き、喜んで頂けたことが、素晴ら

しいと感じています。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ボレーボレー特別賞  (チャーム 20個 贈呈) 

トップインドアステージ 相模大野   「エクストリームボレーボレー」         

 

毎年お客様にテニスの日は動画を使ったイベントを行うと認知してもらっていたので 

今年も実施を行いました。 

動画内容でも「テニスの日」を PR出来る様に工夫をして作成させて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

テニスの日優秀賞  （チャーム 30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、昨年のテニスの日  

イベントでお披露目を果たしたオリジナルキャラクター「てにまる」に弟の「テニスキ」が 

デヴューしました。 

今年の【テニスの日】は「てにまる」の１歳のお誕生日。 

記念すべきお誕生日会、テニスコートに「テニスキ」の人文字を作り、 

ドローンで空撮をしました！ 

さて、来年の【テニスの日】はどうなるのかな？ 

 

 

 

 

テニスの日特別賞  （チャーム 20個 贈呈） 

岐阜工業高等専門学校 テニス部  「学生と一緒に部活動を経験！」  

岐阜高専テニス部で行っている練習を、地域のテニス愛好家やテニス初心者の方々に、 

一緒 に体験して頂きました。 

具体的には，毎日行っている 30分程度のオンコートでのアップ，ボレー・スマッシュの 

球出しによる練習，そしてダブルスのトーナメント大会を行いました。 

●アピールポイントは，主に２つ。 

  １つは，学校が地域社会と連携した企画であること。 

  もう１つは，アップや練習の指示は顧問は見守ることに留め，学生たちがやり方を 

説明したり球出しをするなど，主体的に実施する企画であることです。 

●学生と一般の方が交流する良い機会となりました。 

 

 

テニスの日特別賞   （チャーム 20個  贈呈） 

野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社   「テニス神業～メガロステニススクール 10店舗の精鋭達～」 

【コンセプト】メガロステニススクールコーチ陣の高いスキルを存分に発揮するには、 

どうしたらいいか？というところからスタートし、全店のコーチを集めて「神業集」を撮影する 

ことになりました。 

【実施内容】全１０店舗の精鋭コーチを集めて、全１０種類のテニスに関する難易度ＭＡＸの技を 

ビデオで撮影して１つにまとめました！！ 

【アピールポイント】種類は全部で１０種類あり、各店の色を存分に発揮できた内容となっていま

す。ただ撮影するのではなく、セリフを統一にしてよりスタイリッシュに！！カメラアングルなど

にもこだわり、よりダイナミックに！！種類を全て変えることで飽きのこないバラエティー度ＭＡ

Ｘに！！撮影に長時間かけずに、より端的にスムーズに短時間でスマートに！！をテーマに作成い

たしました。もっと難易度の高いものを！！と、撮影していく過程で後半の店舗はどんどん難易度

を増していきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個別イベント新人賞  （チャーム 10個 贈呈） 

テニスラウンジ川西校  「コーチエキシビジョンダブルスマッチ どのコーチが No.1」 

1年に一度の『テニスの日』という事で、親子体験教室に始まりダブルスレッスンイベント、 

たくさん打ち合いイベント、コーチによるエキシビジョンマッチを開催いたしました。 

その中でのメインイベントは、コーチのエキシビジョンダブルスマッチ！ 

事前にどのコーチが No.１になるかを投票し、試合当日には投票したコーチを応援してもらい 

ました。応援のうちわや応援グッズ持参の会員の前で、コーチもテニスに力が入りました。 

総勢 60名の方が応援に来てくださり、コー達も普段感じることのできない緊張感の中での、 

良いパフォーマンスとなりました。 

 

 

個別イベント新人賞  （チャーム 10個 贈呈） 

いわき中央テニスコート  「みんなで楽しく仲良くボレーボレー♪」 

みんなで楽しく仲良くイベントを行うために、お互い話したことない人同士でもペアを 

組んで頂き、「100万人ボレーボレー」を行いました。来場された順番(一番最初と最後の方 

から順番)でペアを組んでもらいました。 

昨年は、残念ながら一組も認定ペアがでませんでしたが、今年、2016年は五段認定ペアが一組 

出ました！8分を越えていましたので、来年は達人を目指してがんばります。 

今年は、昨年より多くの会員様に参加して頂き、会員様同士の交流も深めることができま 

した。新しく会員になって頂けた方々にとっては初めてのイベントでしたが、「テニスの日」の 

イベントのお蔭でとても楽しく過ごして頂けたようです。 

 

 

個別イベント新人賞  （チャーム 10個 贈呈） 

オレンジフィールドインドアテニススクール   

「全クラス合計 25,000回を目指そう！」 

○キッズはゴロゴロラリー！   ○ビギナーはボレーで的当て！ 

○JrⅡ・初心はショートテニス！ ○JrⅠ・トーナメント・初級以上は 3分間ボレーボレーで！ 

全クラス合計 25,000回を目指そう！！と言う企画です。 

日頃のレッスンの成果を試すために、皆一丸となって頑張りました。 

今年は 20,013回でしたのでまた来年チャレンジしたいです。 

 

 

個別イベント新人賞  （チャーム 10個 贈呈） 

アサヒ緑健久山テニス倶楽部  「ボレーボレーにチャレンジ」 

開校 6年目を迎えた本倶楽部では、開校初年度から「ボレーボレーにチャレンジ」を 

実施しています。九州エリアでこれだけ継続して行っているのは本校ならでは、の自負の元、 

今年も 200名の参加者を数えました。 

9/19～25の 1週間、ボレーボレーの基本・三段へのチャレンジをレッスンに取り入れて 

いるので、この期間にお休みした方も振替日程の中で「ボレーボレー」に挑んでいます。 

高校生～77才のご高齢の方まで、幅広い年代の方が楽しくチャレンジをしています。 

 

 

個別イベント新人賞  （チャーム 10個 贈呈） 

ノア・インドアステージ倉敷  「ボレーボレーWEEK」 

お客様同士が仲良くなっていただくために開催しました。 

初めての方でもやりやすく、距離とボールを変え、同じ回数をクリアしてコーヒー券を 

ゲットしてもらいロビーでの滞在時間延長に役立てました。 

また、クラスでの結束力を高めるために、テニスの日のチャームはクラス対抗戦の際の賞品と 

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個別イベント新人賞  （チャーム 10個 贈呈） 

三条テニス協会  「テニスの日 三条テニスまつり」 

初心者・初級者やキッズを中心に、テニスの楽しさを味わってもらい、底辺の拡大につなげる 

イベントを目指しました。 

・クラス別レッスン 参加者 23名・スピードガンコンテスト 参加者 53名 

・的当て 参加者 18名 

また、プレー以外のイベントとして実施した「テニスクイズ」には参加者 50名、「ラケット試打

会」13名のほか、テニスグッズのフリマを設け、会場内でいろいろな楽しみ方ができる内容とし、 

地元特産の果物を賞品にして果樹観光とのコラボも実現することができました。参加者からは 

楽しかったの声も沢山頂きました。「100万人ボレーボレー」の認定証も好評でした。 

3年目を迎えた「テニスの日」イベントでは運営面もだんだんスムーズとなり「テニス祭り」 

という名目で色々な方々を巻き込み、活動の幅が広がっていっているようです。 
 

 

個別イベント新人賞  （チャーム 10個 贈呈） 

東大宮テニスクラブ  「東大宮テニス祭り」 

イベント１：チーム対抗戦 

イベント２：ヒッティング的当て 

イベント３：コーチに挑戦 

普段のイベントよりも多くの参加者が参加し、午前中行った対抗戦ではコーチと 

ペアになったり、対戦したりと楽しく過ごせました。 

  

午後に行った的当てやヒッティングは、子供も参加可能にしたことにより、より多くの 

集客を得ることが出来ました。 

 

 

個別イベント新人賞  （チャーム 10個 贈呈） 

ニッケコルトンテニスガーデン  「テニス祭り」 

コンセプト：テニスで遊ぼう！ 

実施内容 ：ボレーボレー大会、ストラックアウト、サーブスピードコンテスト各内容で 

      既定の記録を達成で賞品プレゼント。 

      他、レッドボール、スポンジボールを使った、ショートテニス体験も開催。 

多くの方に、テニスと触れ合って頂き、特に親子で参加された方が多く、家族で気軽に楽しんで 

頂けたと思います。例年は、レッスン内で行なっていたので、イベント感がなかったのですが、 

今回開催したように、気軽にテニスに触れて頂ける内容にしたことで、普段テニスをされない方、 

親子でテニスをする機会のない方に、楽しんでいただける内容とすることが出来たと思います。 

来年はさらに「テニスの日」をアピールできる内容にしていきたいと思います。 

 

 

個別イベント新人賞  （チャーム 10個 贈呈） 

スポーツスクエア スターサップ  「2016スターサップテニスの日フェスティバル」 

イベントを開催する事で、「テニスの日」を沢山の人に知ってもらうことが出来ました。 

今では地域を代表するイベントになりつつあります。 

普段は体験レッスンにも集まりにくいのですが、今回は初めての方も 

「テニスの日フェスティバル」に 30名ほど参加されて、10名の方がクラブに入会 

してくださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個別イベント新人賞  （チャーム 10個 贈呈） 

千歳テニスクラブ  「1分間ラケッティング大会」 

今年の「1分間ラケッティング大会」は、レッスン中にレベルに応じて、全てのスクール生に 

楽しんでもらえるように、クラス別に内容を変えて実施しました。 

●初心者・初級者…ラケット面で表裏交互に上につく。 

●初中級・中級…回転をかけて表裏交互につく。 

●中上級・上級…利き手ではない方で表裏交互につく。 

今年は天候が悪く、雨天中止多く、開催するクラスも少なかったのがとても残念でしたが、 

振替受講も含めて、延べ 132名の方にご参加いただきました。 

例年はレッスン中にボレーボレー大会を実施してましたが、もっと簡単に誰でも手軽に 

できるようにと考え実施しました。 

9月 23日は【テニスの日】ということで、この日のみ全国で実施の「100万人ボレーボレー大会」 

もプラスして行いました。 

 

 

 

 


