「テニスの日」２０１８年度
★個別イベント大賞
ITC 靱テニスセンター

個別イベント表彰

（チャーム 100 個 贈呈）
「テニスの日はうつぼにおいで♪」！

テニスをしたことのない方にもテニスコートに足を運び、テニスを知ってもらいたい、触れて
もらいたいと願い、テニスを始めルきっかけづくりを目指しています。
ミニテニスコーナー、ターゲットテニス、ストラックアウト等々、参加費無料、予約不要で、
誰でも気軽に参加できるようにしました。スタッフ総出で開催です。
また、テニスが目的ではなく来場した方が、テニスを見て触れる機会を創出する為に用意した、
テニス以外のスポーツとしてスラックライン、体操エアマット、鉄棒。
さらに、より小さなお子様も楽しめるように、わなげ、スーパーボールすくいやうまい棒すくい
も準備しました。
今回初めて取り入れた障がい者スポーツのフライングディスクとボッチャは、健常者の方にとっ
理解促進の足掛かりになればと考えました。
毎年同じ時期に開催する事でリピーターが生み、毎年新しいコンテンツを増やしたり変化を加
事で、マンネリ化せず楽しんでいただけるように工夫しています。
今年は延べ 2400 名の方に参加して頂きました。
◆個別イベント優秀賞

（チャーム 30 個 贈呈）

（公財）吉田記念テニス研修センター

「かしわスポーツフェスティバル 2018」

前日の雨により、近隣小学校の運動会が延期となり、日程が重なったため、参加総数が
例年よりは減ってしまいましたが、それでも、2,200 名の柏市の皆さんに、様々なイベント
を楽しんで頂けました。
小学生たちの参加は減ってしまいましたが、そのため若いファミリーで未就学の子供たち
には、例年よりも多くのスポーツ競技に触れることが出来たようで、とても満足して
もらえました。

◆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「第 4 回パコンでテニス祭り 2018
～2018 年テーマ～みんなの夢『みんなの夢集め☆』」
コンセプト：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です。
1 日中、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『パコンでテニ
スする！』を目指して企画しました。 また準備期間中を通し、大人と子供のコミュニケーション
を図り、当日のレッスンでは技術的な部分・マナー的な部分も学んでもらえました。
◆主なイベント内容 ①ジュニア夏祭り特別レッスン②ジュニアゲーム練習会③一般バトル
テニス④親子テニス⑤お祭り⑥エキシビジョンマッチ⑦大抽選会など
★また、今回は 2018 年テーマとして『みんなの夢「みんなの夢集め☆」』を掲げ、スクール生
の方々の『夢』を集めました。ひと月前より、『夢紙』と名付けた用紙に一人一人『夢(目
標)』を記入してもらい、その際写真を撮影。150 を超える『夢』が書かれた『夢紙』は、当
日飾りを付けてお祭りのスペースに展示。さらに撮影した写真はフォトフレームを活用し飾
りをつけ、当日は音楽にのせて映像として流しました。
★１００万人ボレーボレーも、コーチが衣装着た『ボレーボレーマン』の登場から始まり、公
式ルールからオリジナルルールまで全力でチャレンジしてもらいました。この１００万人レーボ
レーのイベントが、レッスンの中でも笑顔いっぱいで喜んで頂けた時間になりました。

て
える

◆個別イベント優秀賞

（チャーム 30 個 贈呈）

宇部市テニス協会 「2018 テニスの日“宇部市テニス祭り”」
①藤原里華プロテニスクリニック
②テニスで遊ぼう！PLAY&STAY～スポンジボールでテニスを楽しもう～
③あなたも達人！100 万人ボレーボレー
④世代間交流テニス＆プチテニススクール
⑤インスタントダブルス“はじめまして” “よろしく！”
⑥親子交流テニス～小学校＆保護者ペアのダブルス～
⑦サービススピード記録会＆ターゲットテニス
⑧戦える筋力ありますか？～体力測定～
参加費はすべて無料で開催。
2018 年度の参加者数は延べ 539 名が参加しました。

◆個別イベント優秀賞

（チャーム 30 個 贈呈）

リトルプリンステニスクール 「『テニスの日』 廻れ小江戸の旅 ボレーボレー大会」
●「コーチ対抗ボレーバレー大会 最下位当てクイズ」
バレーボールとボレーボレーを組み合わせた競技としコーチ同士で対戦。カードを予告して
最下位のチームを当てた方の中から抽選でテニスの日チャームをプレゼント。
クラブハウス内で対戦の様子と罰ゲームの様子を放映した結果、大爆笑が生まれました。
●「廻れ小江戸の旅 ボレーボレー大会」 ●「小江戸観光 MAP」
コーチが歌った当スクールのテーマソング「テニスで愛」が流れている 1 分間でボレーボレーを
実施。小江戸川越の名所にちなんだ賞を作り、「時の鐘賞」は 80 回など、クラスでの平
均回数がそれぞれの賞に近いクラスにテニスの日チャームをプレゼント。
●「パパママファミリーデー」
親子で気軽に参加出来る毎年恒例のイベント。スクール在籍の方、近隣地域にお住ま
いの方にご参加頂きました。テニスをしたことが無い方でも楽しめる内容になっています。
多くの方に参加をして頂き、大盛り上がりのイベントになりました。
●「広島と北海道への義援金募金」
テニスの日週間中にご来場されたクラブ会員様、スクール生様の人数×10 円を当スクー
ルから募金する企画を行いました。
◆個別イベント優秀賞

（チャーム 30 個 贈呈）

新潟市テニス協会 「新潟テニスフェス 2018 @万代シティパーク」
コンセプト：より多くの人にテニスを｢体感｣してもらうべく、従来の庭球場を飛び出し、
新潟
市中心部である｢万代シティパーク｣でのイベントを、今年度初めて開催しました。
イベントでは新潟市の中心部である万代シテイへ買い物にきた人たちにストリートで気軽に
｢ふらっと｣体験していただくため、より簡単にコントロール可能な Play&Stay の各種ボール
やネットを使用して、テニス協会スタッフとともにテニスを楽しんでいただきました。
ただ｢体験していただく｣だけでなく、テニスの楽しさを多くの人に伝わるよう、ストラック
アウトや神谷勝則プロを招いてのトークショー及ぶレッスン、スポンジボールを使った未就
学児を対象にしたキッズアカデミー（親子テニス）など、数多くのイベントをコートを飛び
出してストリートで実施しました。
３連休の中日であったことや天候にも恵まれたこともあり、約 1,000 名の方にご来場いただき、
新聞やラジオなど各種メディアにも取り上げられ、新潟初の１大イベントとなりました。

◆個別イベント優秀賞

（チャーム 30 個 贈呈）

NEO インドアテニススクール西新井

「テニスだ！祭りだ！ネオ祭り！」

子どもから大人まで一緒に楽しめるお祭りをコンセプトにイベントを開催しました。
・お客様への質問、「なぜテニスが好きなのですか？また 続けているのですか？」
に対し回答いただいたメッセージカードを利用して【big ラケット】を制作。スタッフも参加し、
様々な価値観があって面白いものに仕上がりました。
・スピードガン、ストラックアウト、輪投げ、ペットボトルボーリング、空き缶積み、的入れ等、
参加型アトラクションを開催し、賞品をプレゼント。
・プロによるテニスクリニックや、メーカー協力によるテニスセンサー診断でカルテ手渡しなど、
プレー向上に役立つイベントも実施。
・さらに、フラダンスチームによる踊りの披露やフラダンス教室では来場者も参加し、楽しんで
頂けました。
・また、スタッフお手製の【豚汁】でおもてなし、「美味しい」と大変好評でした。
◆個別イベント優秀賞

（チャーム 30 個 贈呈）

豊田市テニス協会 「おいでんテニスデー」
市内 5 会場でテニスの日の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。
・エンジョイダブルス 参加者数：230 名
・キッズテニス（4 才～8 才）参加者数：62 名
・100 万人ボレーボレー 参加者数：192 名で取り組みました。

◆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 10 種のテニスの日に関するイベントを実施。どこでも誰でも幅広くテニスに触れる機
会を用意できたことが良かったことです。
2.経験者にはアウトコート開放やクリニックを行い、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、
アウトコート、インドアコートどちらにもラケットとシューズの無料レンタルを用意。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、的当てと
いった内容で「誰でもテニス」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。 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。
◆個別イベント特別賞

（チャーム 20 個 贈呈）

レックインドアテニススクール上石神井

「親子特別レッスン

チーム的抜きジグザクボレー」

【親子テニス】
親子でペアになって頂き、ラリーを実施しました。
その後、親子で組んでダブルス。空振りなどの場合は、5 秒以内にラケットで
相手コートに返球出来たら OK とオリジナルルールで実施しました。
【チーム的抜きジグザグボレー】
中高生から一般の方のボレーイベント。最後に 5 人 1 ペアのチームを組み、
ジグザグにボールをつなぎ、最後に的に当てるゲームを実施し、楽しいイベントとなりました。

◆個別イベント特別賞

(チャーム 20 個 贈呈)

テニススクェア石神井
「わくわくテニス祭り」
地域の方に、テニスを知ってもらうきっかけとなるようなおまつりです。
テニスだけでなく、PK やストラックアウト、コーチに挑戦などして、ガシャコインを
GET し、ガシャを回せるというのが目玉でした。
近隣の飲食店とコラボをし、やきそばやフランクフルト・からあげを提供してもらったり、
道行く人にわたあめの販売をしたり、とにかく地域に密着したイベントです。
また、中学生以上の現スクール生や OB・OG 達がスタッフとして参加してくれるため、
スクールを辞めたあとも繋がりのあるイベントです。
◆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＆体育の日 お楽しみ大会」
千歳市の体育の日事業とテニスの日をジョイントしてテニスを通じて楽しい一日を過ごして頂くと
いうコンセプトで事業を実施しています。
テニス人口の増加を目指し、ジュニアから大人までの初心者教室を併せて開催しています。
【当日のイベントについて】
・初心者テニス教室 『めざせ！錦織圭・大坂なおみ』 一所懸命頑張ってます！！
・紅白親善テニス
最大年齢差はなんと７０歳！！生涯スポーツのテニス楽しんで下さい！！
・球出しマシンに挑戦しました。
マシンをなめてはいけません！！メッチャ手強かったです！！
◆個別イベント特別賞

（チャーム 20 個 贈呈）

株式会社スポーツクリエイト 竹の塚インドアスポーツプラザ
「竹の塚 ISP 祭り」
クラブ・スクール会員とそのご家族・お友達に向けたイベントを開催しました。
大人から子どもまで参加できる内容とし、テニスコートだけでなくゴルフスクールもあるので、
施設内でできることに参加していただき、様々な体験をしていただきました。

◆個別イベント特別賞
三条テニス協会

（チャーム 20 個 贈呈）

「三条テニス協会 テニスの日『テニス祭り』」

今回は例年の種目（クラス別レッスンや的当てゲーム）に加え、ストラックアウトを実施
し楽しんでもらいました。
また、テニスクイズは話題の「大坂なおみスペシャル」と題し、初めての方や小学生でも
答えられる内容としました。
さらに地元の青果業者と連携し、賞品はメロン、シャインマスカットなどなど豪華なイメージ
とお得感をアピール。また、スポーツ店と連携し、試打用ラケットの貸出や割引券を参加者
全員に配布するこもできました。

◆個別イベント特別賞
テニスポート波崎

（チャーム 20 個

贈呈）

「2018 テニスポート波崎テニスフェスタ」

毎年実施している波崎のテニスフェスタですが、今回は車いすテニスを取り込み、茨城県
車いすテニス協会登録選手 5 名を招聘し、体験会を実施しました。
参加者数も 55 名という多くの方にご参加いただき、大変楽しい体験会でした。
またテニスイベントの一つとして、プロ選手を招き、体験会及びプロとのラリー対決も実施
しました。こちらにも延べ 50 名弱の参加がありました。
障碍者向けのイベントを実施したことにより、普段よりも多くの方にご来館、ご参加いただき、
高い関心を示していただきました。過去に例のないほどに盛況なイベントとなりました。
●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 「VIP･TOP グループ９営業所ボレーボレーチャレンジ」
※津田沼・相模大野・氷川台・多摩・ゆうぽうと世田谷・亀戸・横浜・鴨居・波崎
VIP・TOP グループ９校合同で行った当グループ最大規模のボレーボレーイベント。
全校でボレーボレーの数を合計し、目標数に応じた賞品がもらえるという企画です
全校でどのくらい出来るのか？という期待が運営するスタッフとしても非常に興味があり、
ワクワクするイベントとなりました。
1 週間の記録は約 38 万回!! (参加生徒数 約 9,000 人）
テニスの日を盛り上げていけるような全スクール統一のイベントがあると楽しいと思います。
今回はスクール９校で行いましたが、次回はさらに大きな企画になるよう、いずれ関東圏、
全国へと広げていけ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）

オレンジフィールドインドアテニスステージ

「オレンジから世界 1 周」

毎年行っているイベント企画ですが、今年もオレンジはボレーボレーで勝負！！
テーマは「オレンジから世界一周」！！
ボレー1 回を 2km で計算し、世界一周約 40,000 ㎞を目標に、全クラスが力を合わせてイベント
を行いました！結果は、58,636Km で無事、世界一周をすることができました！
お客様は今年もこの日がやってきたか！と言わんばかりに、テニスの日のイベントを待ち望ん
でいてくださいました。
特に今年は、ジュニアクラスはいつもテニスボールで行うボレーボレーをカラフルな風船にチェ
ーンジ！！どこに行くか予想がつきにくく、慣れない風船に苦戦しながらも、去年より大幅に記
録を伸ばす子供たちが続出!!世界一周に貢献してくれました。
また来週もやりたい！！今週はやらないの？といった声がたくさんありました！
●ボレーボレー特別賞

（チャーム 20 個 贈呈）

株式会社ツカダプランニング 「東京ボレリンピック聖球リレー」
株式会社ツカダプランニングでは、以前からテニスの日に弊社独自のオリンピックと
「ボレーボレー」を掛け合わせた『ボレリンピック』というタイトルのイベントを行っています。
今年は、2020 年東京オリンピック開催を記念して、オリンピックの聖火リレーになぞらえて、
『聖球リレー』と題して弊社が運営するテニスクラブ、テニススクールをリレー形式で繋いで
いこうというイベントを考えました。
コーチたちの心をつなぐボレーボレーが、テニスの面白さに繋がり、少しでも多くの人々がテニ
スに興味を持ってもらえたらと思っています。

●ボレーボレー特別賞

（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「ウイングテニス祭り 2018」
【100 万人ボレーボレー】は、レベルごとにオリジナルルールにて実施しました。
また、ウイング発祥の【テニストリプルス大会】を開催し大変盛り上がりました。
★チャリティ体験レッスン
★テニストリプルス大会＆100 万人ボレーボレー
★JP（ジュニアプレーヤーズ）クラス
100 万人ボレーボレーは、早撃ちボレーボレーをアレンジし、目標数を達成するまで
タイムを競う！をオリジナルルールとし、３４名がチャレンジしました。
●ボレーボレー特別賞

（チャーム 20 個

贈呈）

ジップテニスアリーナ大宮

「9/23 テニスの日 WEEK ボレーボレー大会 2018」

キンダー、親子を除く全クラスで「100 万人ボレーボレー」を実施しました。基本ルールと
オリジナルルールを採用。参加者総数は 392 名。
9/22～28 の 1 週間で開催し、認定ペアも多数誕生しました。

