
 

 

「テニスの日」２０１７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） 

宝塚テニスクラブ  「第 3回 パコンでテニス祭り」！ 

 

今年で 3年目を迎え毎年恒例になった『第 3回パコンでテニス祭り 2017』 

趣旨は昨年までと同様、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ことが大きな目的になります。 

 また、一日を通して各年代別に『夏祭り特別レッスン』を行い、9/23のテニスの日は全世代が 

『パコンでテニスする！』を目指して企画しました。 

■一般バトルテニス 

 参加者、コーチ、フロントをグループにわけて、さまざまな状況でのゲーム形式・ポイント 

マッチを行いチームごとにポイントを加算していき優勝を目指す。普段とは違う形でお客様 

とのコミュニケーションをとり、お客様と一緒に楽しい時間を共有する。 

■Jr(ジュニア)、小学４年生～中学１年生夏祭り特別レッスン＆バトルテニス 

 バトルテニス(試合)に向けて、必要なショット練習やゲーム形式を行い後半は多く試合を 

 行う。普段試合を多く経験できない子ども達が、試合を経験することで、技術・マナーを 

 考えるきっかけにすることが狙い。 

■中高生特別レッスン  ■親子テニス  ■お祭り（ゲーム＆屋台） 

■エキシビジョンマッチ などなど、1日中、あらゆる世代にパコンでテニスを通じてお祭り 

楽しんで頂けた。 

 

 

★ボレーボレー大賞  （チャーム 50 個 贈呈） 

TOP インドアステージ津田沼  「VOLLEY VOLLEY BATTLE」 

 

レッスン中に行うボレーボレーの数を TOPインドアステージの各校で競い合いました。 

前回は津田沼校、亀戸校の 2校で行いましたが、今年はさらに広がり、相模大野・多摩・氷川台を

含めた５校で開催できました。 

今回の初の試みとして優勝校は各校毎の豪華賞品がもらえるという盛大なイベントとなり、 

とても盛り上がりのある企画となりました。 

お客様の反応も大きくなっています。 

昔ながら在籍して頂いているお客様からも楽しんで頂けたとの声もあがっております。 

テニスの日という記念日のお蔭で長期在籍者からの楽しみになっており嬉しく思います。 

 

 

 

個別イベント優秀賞  （チャーム 30個 贈呈） 

ITC うつぼテニスセンター  「テニスの日はうつぼにおいで♪ 」 

 

テニスをしたことのないちびっこも、輪投げやスーパーボールなど、お楽しみゲームが 

目的でも構わないので、まず来場することで、テニスとの出会いの機会を作りました。 

【センターコート】 親子テニス教室・ちびっこテニス教室 

【サブセンターコート】 はじめてのテニス体験・ターゲットナイン・的当て・輪投げ・ 

             スーパーボールすくい・うまい棒すくい 

ラケットやボールを持ってみる、打ってみる。そこで少しでも“楽しい”と思えたら、また 

テニスコートに足を運んでくれる子どもが増えていきます。 

そんなきっかけの 1日に！と願っています。 （参加者数は延べ 1,746名です！） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

個別イベント優秀賞  （チャーム 30個 贈呈） 

シンポウテニスリゾート 「シンポウテニス祭り」 

 

1.合計 9つのテニスの日に関するイベントを行えたことで、どこでもテニスに触れる機会が 

持てたことが良かったです。 

2.経験者のレッスンは、いつでも途中で参加ができるようにし、人数に制限を持たせなかったこと、 

 レベルにこだわらないことで多数の参加がありました。 

3.テニスが初めてでも、暫くぶりの方でも、誰でもテニスを楽しんでもらえるように、アウト、 

インドアどちらにもラケットとシューズの無料レンタルを用意し、インドアでは未経験者、 

小さいお子様連れの方を中心にラケットの使い方、球出し、ラリー、的当てなどといった内容で  

「手ぶらでテニス」というイベントを行いました。 

 アウトコートでは、シンポウのコートに立っていない方を中心に、コーチがラリー、ゲームの 

相手をする「アウトコート開放」や、「クラブメンバーと交流テニス」を行いました。 

 又、屋根付き駐車場のところでカーペットを敷いてミニコートを作り、道路から見える場所で 

テニス をいつでもできるようにし、パドルテニスのラケット、テニスラケットを使い、 

チャーム無しで自由に遊べる「ミニテニス」を行いました。 

 イベント全体として 4才～大人、初心者～経験者、全ての層の方が《いつ来てもテニスができる 

 ようにしたこと》が大勢の方の参加に繋がりました。 

 更に縁日のように、射的、輪投げ等でお祭り感を出し、フランクフルト、かき氷の販売で楽しさ、 

 滞在時間が倍増され、施設全体が 1日中活気に満たされていました。 

 

 

個別イベント特別賞  （チャーム 20個 贈呈） 

千歳テニス協会 「テニスの日 お楽しみ会」 

 

■年令差 70歳の紅白親睦テニス大会を実施し、年代を超えた触れ合いをテニス通じて   

 楽しんでもらえました。 

■今年も球出しマシーンを導入。コーチの出すボールとは違う球出しマシーンに挑戦して 

 盛り上がりました。 

■参加者全員に当たる豪華景品獲得的当て大会はお楽しみ企画の中でも大変人気 

 です。たくさんの景品を用意しておいたので喜んで頂けました。 

■100万人ボレーボレーは 12時から一斉にスタート。毎年、本番と同じネット越しのボレー  

 ボレーを実施しています。今年も３２ペアが達人に挑戦しました。 

 

 

個別イベント特別賞  （チャーム 20個 贈呈） 

豊田市テニス協会  「2017年おいでんテニスデー」 

  

昨年の 5会場からさらに 1会場増え、市内 6会場でテニスの日にイベントを実施しました。 

男性・女性、子ども・大人の部門を問わず、交流ダブルス「エンジョイダブルス」を実施。 

また今年は 60才以上によるシニア部門を新設し、生涯スポーツとして皆さんにテニスを楽しんで 

いただけました。 

 

キッズテニス（4才～8才）では年齢を考慮してクラス分けを行いました。 

的当てゲームではサーブが的に当たると大喜びで、テニス用品や日用品、飲料水などの賞品を 

ゲットし、他、ジャンケン大会でトーナメントのチケットをプレゼントするなどお楽しみ企画も 

喜んでいただけました。 

 

100万人ボレーボレーは参加者全員(194名）で取り組みました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

個別イベント特別賞  （チャーム 20個 贈呈） 

GODAIテニスカレッジ亀戸  「GODAI だよ 全員集合 大運動会」 

 

昨年大勢の参加者から大好評だった「大運動会」を今年も開催しました。 

参加者を紅白に分け、紅組対白組で対決。親子でムカデ競争・玉入れ競争・綱引き・ 

全員リレー等々、テニスコートを親子のコミュニケーション作りの場として提供。 

勝者にはテニスの日チャームを賞品としてプレゼントしました。 

 

リズミックトレーニング、テニス体験レッスンなど、スポーツを通じてご家族、 

お知り合い同士、スクールスタッフと絆が深まったと思います。 

 

 

 

個別イベント特別賞 （チャーム 20個 贈呈） 

ゆうぽうと世田谷レクセンター 「スポーツフェスタ」 

 

地域の皆さんに、スポーツを通して健康になってもらうことを目的として、特にテニスを中心とした多種多様

なイベントに参加してもらい楽しんでもらいました。 

小さな子供から大人まで、老若男女が、会場となったテニスコート・広場・体育館どこに 

行っても、テニスの日を楽しんでもらえるよう企画しました。 

 

・大人、子どもテニス無料体験・ベイビーステップテニス教室(エア Kに挑戦、股抜きに挑戦等） 

・瀬間プロによる親子テニスレッスン・サーブスピードコンテスト・ターゲット９・コーチに挑戦・テニスクイズ 

・ベイビーステップクイズミニラケットづくり体験・輪投げ・的当て・リズム走・ラケットゴルフ 

・ボール乗せ競争など。 

 

個別イベント特別賞 （チャーム 20個 贈呈） 

GODAIテニスカレッジ港北   「日光さる軍団のおさるさんオンステージ」 

 

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。 

 

 

 

ボレーボレー優秀賞  （チャーム 30個 贈呈） 

リトルプリンステニスクラブ  「『テニスの日』 I n リトプリボレーボレー大会」 

 

テニスの日の認知度アップと各クラスの一体感を出すことを目的に実施しました。 

クラス対抗でのボレーボレー大会は、1分間で何回続いたかをクラスでアベレージを算出して、 

レベル毎にアベレージ回数が 1位のクラスを表彰しました。 

1位だったクラスの方全員にテニスの日チャームをプレゼントしています。 

各クラスの一体感が出来上がり、真剣にボレーボレーをして頂きました。 

クラスの絆が一層に深まったように感じます。 

テニスの日当日には弊社のイメージキャラクターのテニボ君がテニスコートに登場して集合写真 

を撮影したりと、大盛り上がりでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ボレーボレー優秀賞  (チャーム 30個 贈呈) 

タムラクリエイト株式会社会社 Ken’sインドアテニススクール 

 「移動式ボレーボレー対決」         

各会場、全コーチがペアを組み、1分間ボレーボレーをしながら、何回コートを移動できるか、回

数を競い合いました。単純なルールですが、技術とスピードが求められ、全コーチが真剣に取り組

みました。また、その様子を動画に収め、普段見られない意外な一面を見ることが出来たと思いま

す。編集した動画を館内にも流し、お客様にも見ていただき、楽しんでいただいています。 

 

 

 

ボレーボレー特別賞  （チャーム 20個 贈呈） 

オレンジフィールドインドアテニススクール   

「目指せ!オレンジみんなで 25,000回！＆コーチボレーボレー回数＆ペア予想当てクイズ」 

去年、お客様全員で「目指せ！みんなで 25,000回！」を目標に各レベルに合わせてボーレボレー

や的当てなどを行いましたが、20,013回で達成ならず。今年も同じ目標でクラブ全員一丸となって               

25,000回にチャレンジしました！                                           

お客様に 3分間で何回ボレーボレーが続くかチャレンジしてもらいましたが、コーチ同士でも、                  

同じルールでチャレンジ。それを①どのコーチペアが②何回ボレーが長く繋がるかお客様に    

予想当てしていただきました！！どちらのイベントもお客様との話題作りやコミュニケーション

をとる絶好の機会となりました。来年もまた新たな企画を実施したいです。 

 

 

実行委員会特別賞  （チャーム 20個 贈呈） 

インドアテニスセンターウイング札幌ウエスト   

「ウイング×Wilson フェスティバル 2017 テニスの日個別イベント大賞 5 回受賞 殿堂入り」 

 

テニスの日の 100万人ボレーボレーをウイングフェスティバルのイベントとして実施しました。 

「テニスの日」はウイングのお客様が毎年楽しみにされている催しのとして定着しています。 

大賞の副賞として頂いたチャームを景品として使用。お客様に大変好評でした。 

今回は親子テニスやコーチに挑戦等の他、Ｗｉｌｓｏｎ 協賛で試打会＆大会も実施 

しました。 

 

 

 

 

 

 

個別イベント新人賞 （チャーム 10個 贈呈） 

サリュートインドアステージ  「2017いずみ野テニス祭り」  

 

「明るく！元気に！健康で！」をテーマに、テニスを通じて地域の方々が触れ合い、テニスを 

共通とした仲間づくりを提供する場として開催しました。 

・チーム対抗戦・プロクリニック・ジュニアクリニック・100万人ボレーボレー・ストローク 

・的当て・サービス的当て・○×クイズ・足じゃんけん大会・大抽選会など 

盛りだくさんの内容で実施しました。 

テニスの日イベントはこれまでも開催していましたが今年は初めて 100万人ボレーボレーを 

イベントに取り入れました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個別イベント新人賞  （チャーム 10個  贈呈） 

セントラルウェルネスクラブ長沼テニススクール   「9月 23日はテニスの日イベント！」 

 

「テニスの日」コーチエキシビジョンマッチを 9/18に開催。普段は見られないコーチのガチンコ

なプレー姿をお客様に見ていただきました。なんと昨年の倍以上となる 200名が観覧してください

ました。観覧者の方はスコアを事前に予想し当たればプレゼントがあるということもあり、応援に

力が入っていました。 

また 9/23のテニスの日イベントとして、体験会、サーブ練習会、コーチに挑戦、コーチと２分間

ラリーと普段のレッスンとは一味違った内容で参加の皆様から来年も必ずやってね！とお言葉を

いただきました。 

 

 

 

 

個別イベント新人賞  （チャーム 10個 贈呈） 

名谷テニスガーデン  「テニスの日スポーツイベント」 

 

スポーツの中からテニスを選んでもらう前に、まずスポーツそのものを好きになっていただ 

けるように、好きになるきっかけづくりにお役にたてればと思い、企画しました。 

様々なスポーツをゲーム感覚で体験してもらい、また「テニスの日」をイベントを通じて 

知ってもらうことでテニスにも親しんでもらいたいと考えています。 

 

 

個別イベント新人賞  （チャーム 10個 贈呈） 

NB テニスガーデン  「NB 30 周年記念祭」 

 

設立 30周年記念を兼ねてのイベントを開催しました。午前中は子ども向けイベントとし、コート 

を全面無料開放の上、ヨーヨーすくい、的入れゲーム、輪投げ、の他、かき氷・ポップコーン販売 

も実施しました。 

また夜は大人を対象とした 30周年記念パーティをクラブハウスにて行いました。 

参加してくださったお子様から大人の方まで楽しんでいただけたと思います。 

 

個別イベント新人賞  （チャーム 10個 贈呈）   

T-1 インドアテニススクール 「☆テニスの日スペシャルイベント」 

 

イベントの実施内容は 3つ 

①スライスやサーブといった普段から生徒に人気のテーマレッスンを実施 

②100万人ボレーボレー  

③トリプルス…特にトリプルスがとても盛り上がりました。様々なレベルの方が一緒にプレー 

しても、しっかりゲームが成り立ちました。チームごとに「作戦会議」をしてフォーメーション 

等を考えることも交流や盛り上がりにつながり楽しいイベントになりました。 

 

今回が、テニスの日イベントの開催は初めてでしたが、「テニスの日」ということで、お祭りの日 

のような雰囲気がありました。テニスのレベル等は関係なく、参加者みなさんで盛り上がれたのが 

とてもよかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


