「テニスの日」２０１９年度
★個別イベント大賞

個別イベント

（チャーム 100 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 2019」
柏市をホームタウンとするスポーツ選手がお手本となり、スポーツを通じて子どもたちに夢と
希望を伝えるイベント『かしわスポーツフェスティバル』を今年も開催いたしました。
今年は天気に翻弄された一日でした!
台風 17 号が日本海を進み雨の心配がなくなりホッとしたのもつかの間。
穏やかな朝から一変、大型台風のため開会式が始まる前から南風が強まり、露店のテントの
撤収や場所の移動を余儀なくされるなど、今までに経験のないスポフェスとなりました(><)。
しかし強風にも負けず、3,300 名のファミリーにスポーツ、音楽、グルメを楽しんでいただけた
のは幸いです♡
ホームタウンチームのプロ選手に褒められ、その嬉しさを全身で表現している子供たちを、
そこここで見ることができました。運営の各スポーツステーションからは、今年も子供たちから
沢山の元気を貰ったとの声が届きました!

★100 万人ボレーボレー大賞
トップインドアステージ多摩

（チャーム 100 個 贈呈）
「Volley Volley Challenge REVENGE」

9/17（火）～9/23（月）の期間中、レッスン内でボレーボレーを行いました。
VIPTOP グループ内（8 校）でのボレーボレー合計数が目標数を達成すると、目標に応じた様々
なプレゼントが貰えます。
総スクール生、約 1 万 2,000 人で、何回ボレーボレーができたでしょうか？
昨年度に引き続き、2 度目のチャレンジの成果は？
詳細は、資料をご覧ください！
参加してくださった会員の皆さんも「全校の会員全員でやると、いったい何回になるんだろう？」
と大変興味を持って頂けました。結果は、34 万 5,557 回と、最終目標の 35 万回にわずかに届き
ませんでしたが、参加者全員が楽しんでできたイベントになりました。
参加者数： 延べ 12,000 名以上

◆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」

・告知においては年齢問わず未経験者の方も大歓迎という事を HP・POP 等でアピール。
近隣の幼稚園等にイベント案内のチラシを配り、イベントの 2 週前には近隣のスーパーにて声
かけ・チラシ配り・テニス体験のイベントも行いました。
・インドアで開催している種目は全て未経験者の方が参加できる形にし、どのコートに行っても
楽しく遊べるという内容にしました。タイムスケジュール表も複数設置し、お客様自身がどこで
何をやっているのか分かりやすくしました。ラケットとシューズは無料で貸し出しを行い、安心し
て初心者の方でも手ぶらで来て頂き楽しんでもらう事が出来ました。
・人気のある親子テニスを今回は 2 部制にし、両部参加も可能にし、1 日通して家族でも遊べる
形にしたところ、総勢 138 名もの参加者が集まり大変盛り上がりました。
・経験者の方にはアウトコートでのコーチとラリーやゲーム練習会を企画し、普段インドアで
レッスンを受けているスクール生の方たちに、普段とは違った雰囲気でテニスを楽しんで頂く事
ができ、お客様に喜んでいただくことが出来ました。
・ 道路から見える駐車場では、気軽に外でテニスを体験でき、、お祭りの雰囲気を通りがかり
の方にも目につきやすい形にしました。 参加者数：延べ 1286 名

各賞表彰

◆個別イベント優秀賞

（チャーム 30 個 贈呈）

ネオ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！」
・今年は会員様のお友達をお誘いいただき大勢の方々が参加してくださいました。
・フラダンスチームによる教室も大好評！
・今年体験教室である「ストリンギングでミニラケット作り」も参加者が途切れることな
く大盛況！
・大目玉である「プロクリニック」守谷プロ と 宇野プロ と一緒にテニス！
・ウイルソン FOOT LOOK 足型バランス診断
・ヘッド ラケットセンサー スイング・ショット分析
と数多くのアトラクション、イベントを用意し、数多くのお客様にテニスの日を大いに楽しんで
いただけました。 参加者数：延べ 348 名

◆個別イベント優秀賞
宝塚テニスクラブ

（チャーム 30 個 贈呈）

「第 5 回パコンでテニス祭り 2019
～令和元年テーマ 令和もテニスで盛り上がろう☆ 町とコラボ×3～」

目的は毎年変わらず、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。
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『パコン
でテニスする！』を目指して企画しました。
また今回は、『令和元年テーマ 令和もテニスで盛り上がろう☆ 町とコラボ×3 』をテーマにし
ました。地域の企業や保育園とのコラボイベントも行い、地域の方々と一緒に今まで以上に盛
り上がる笑顔いっぱいのテニスの日になるよう努力しました。
●コラボ１ ネッツトヨタ神戸株式会社 ネッツテラス宝塚店
①トヨタのレース仕様の車の展示 ②イベント『ミニ四駆作り＆本格コースで走らせよう』を実施
●コラボ２ はなみずき保育園
①お祭りで使用する『ちょうちん』を保育園の子どもたちに制作してもらい展示
②『はなみずき保育園ご招待！親子テニス』の実施
●コラボ３ 北川精肉店 駅前で行列のできる地元では有名なコロッケの数量限定での出張
販売。 その他、1 日中、イベントを開催！
主な内容は「ガチンコダブルストーナメント」「ジュニアテニス祭り特別レッスン！」「一般バト
ルテニス」「親 子テニス」「お祭り屋台」「エキシビジョンマッチ」「大抽選会」「100 万人ボレー
ボレー大会」
参加人数は年々増えており、今年は延べ 620 名

◆個別イベント優秀賞

（チャーム 30 個 贈呈）

べんてんひろば・ITC テニススクール＆ボルダリング
「「9 月 23 日は『テニスの日』テニスコートに集まれ～♪子ども祭り ちびっこ集合！」
①参加無料で半面コート内と通路を使用し 6 種の参加型アトラクションを行いました。
メインターゲットはこれからテニスを始めてほしいちびっこジュニアとその保護者です。
その為にテニス体験だけでの集客は難しいので縁日の要素を取り入れ「輪なげ」
「的当て」
「スーパーボールすくい」「うまい棒すくい」「ターゲットテニス」で遊び心を誘いました。
メインアトラクションは「テニス体験」です。縁日アトラクションの後、参加者の殆どは
並んででもコーチとの 1 対 1 のミニテニスを楽しんでくれました。
②また、会場内が一時混雑したために急遽一般コートを利用した「走り方教室」を 23 名で
開催し、狭い会場内でしたが、安全面でも臨機応変に対応できました。
③スクール内では、各クラス内でボレーボレーの回数競争を行い、クラス内の最多ペアは
回数を表記したパネルを持って頂き、クラス内で記念撮影を行い、思い出づくりを演出
しました。 参加者数：延べ 946 名

◆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スクール
「リトルプリンス大感謝祭 2019～
あいさつで広げようリトプリファミリー」
テニスの日として、普段通って頂いているスクール生様、クラブ会員様に感謝の想いを込めて
感謝祭を実施しました。たくさんのアトラクションを実施して楽しんで頂けるようにしました。
・地味な競技で競い合う『ＪＩＭＩ１グランプリ』 ・親子で丸太切りに挑戦『木工教室』
・毎年人気ナンバー１『射的』 ・スポンジボールで誰でも楽しめる『ミニテニス』
・コーチにバドミントンで挑戦『リトルでバドる』 ・ターゲットめがけてコントロール『テニスナイン』
・みんなでテニボ君とあいさつしよう『テニボ君のあいさつ教室』
・サーブのスピードが測れる『スピードガンコンテスト』
・ソフトテニスを体験しよう『ソフトテニス体験コーナー』
・育成クラスのジュニアにチャレンジ『育成ジュニアに挑戦』
お昼には「大道芸人」が登場！ ハイレベルのパフォーマンスにジュニア達が大喜び！！
イベント最後はコーチが本気で戦うエキシビジョンマッチ！
応援しているチームが勝つと抽選でチャームプレゼントなのでお客様の応援も気合が入って
大盛り上がりでした。 参加者数：延べ 500 名

◆個別イベント優秀賞
安来テニス協会

（チャーム 30 個 贈呈）

「第 20 回チャオテニス」

今回はチャオテニス２０回記念として、地元島根出身“錦織圭”以来で初の女子プロテニス
プレーヤー細木咲良プロを招聘し、咲良プロと１Ｇガチンコ勝負！
エキシビションゲーム、細木秀樹コーチによるミニレッスン等の特別イベントを開催しました。
朝のうちは台風１７号の影響で風雨が強かったため、レッドボールトーナメントは市民体育館
へ移動し２会場での開催になりました。
咲良プロの参加もあって近隣のクラブから過去最高の参加者があり、途中雨も降りましたが
一日中テニスを楽しみました。
また、今回の 100 万人ボレーボレーでは 3 段が５組、５段が３組、達人が２組とこちらも
良い成績を収めました。
参加者数：延べ 420 名

◆個別イベント特別賞
新潟市テニス協会

（チャーム 20 個 贈呈）

「テニスフェス 2019＠万代シティパーク」

新潟市テニス協会では、テニス人口の拡大に向けてネックになっていると考えている「未経験者
がいきなりテニスコートへ足を運ぶ」というハードルを解消すべく、テニスを面白そうと思いつつ
も趣味や競技スポーツとして意識してこなかった 20～30 代と、その子どもたちに向けて、機会
の提供を目的としたストリートテニスイベント「テニフェス 2019@万代シテイパーク」を開催しまし
た。
新潟市の中心部でターゲット対象の人通りが多い「万代シテイパーク」に特設の会場を設け、
テニスは「気軽にどこでもできるスポーツである」という意識をもってもらうために、テニス体験
コーナー・アトラクションパーク・キッズパークでは、それぞれマニュアルに沿った形でレッドボー
ルやスポンジボールを使い、子どもから大人まで、多くの方に体験していただきました。
また、ゲストに神谷勝則プロ、MC には地元でスポーツ番組などを担当するラジオ DJ のミノル
クリス滝沢氏に MC にご参加いただき、テニスをしている人たちが抱えやすい悩みなどについて
質問に答えながらトークする「トークセッション」を実施。
プロによるデモンストレーション、じゃんけん大会などを実施した結果、昨年を上回る約 1,200 名
の方にご参加いただき、テニスの楽しさを体感していただきました。

◆個別イベント特別賞
豊田市テニス協会

（チャーム 20 個 贈呈）

「2019 おいでんテニスデー」

毎年、「テニスの日」に合わせて開催している「おいでんテニスデー」は 22 年目を迎えました。
今年は市内 6 か所の会場で、キッズテニス（4 歳～3 年生）、エンジョイテニス（ダブルス）
を開催しました。
4 歳から 80 歳代までの幅広い年齢層の参加者がありました。
子どもたちはボール＆ラケットに親しみ、一般の参加者は協会スタッフとダブルスゲームなど
で 1 日中テニスを楽しみました。
参加者数：延べ 523 名

◆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」

毎年恒例の「竹の塚 ISP 祭り」。
『誰でも気軽に参加ができるお祭り』をコンセプトに開催いたしました。
9 月 16 日～22 日の間、テニスの日を盛り上げるために、全クラスでボレーボレー
大会を実施し、各クラスで 1 分間ボレーボレー最高記録達成者にグリップテープ
プレゼント、また、最高記録ペアの写真をフロント前に掲示しました。
9 月 23 日が「テニスの日」であり、そして竹の塚 ISP 祭りを開催する日として、
皆さんに認知されるようになっています。 参加者数：延べ 570 名

◆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」

「地域の子供たちにとことん楽しんでもらう」をコンセプトに、コートの無料開放・テニス
50 秒チャレンジ・コーチに挑戦・パターゴルフ・射的・わなげ・ヨーヨーすくいなど、テニス
スクールをわくわくするお祭り空間にしました。
近隣の居酒屋さんとコラボし、お祭りでは欠かせない、焼きそば・からあげ・フランク
フルトの提供や、今年は、現スクール生のパティシエさんとのコラボでラケット型の
クッキーも提供しました。
また、「卒業したあともずっとスクールに関わっていてほしい」という裏コンセプトで、
元スクール生の中高生・大学生・社会人にスタッフとして協力してもらい、年に一度は
集まれる同窓会的なお祭りにもなりました。

◆個別イベント特別賞

（チャーム 20 個

贈呈）

ITC 名谷テニスガーデン

「テニスの日スポーツイベント」

テニスをする前に、まずはスポーツを好きになってもらうためのイベントを行いました。
テニスボールを使って、いろいろなスポーツをゲーム感覚で楽しんで、運動が好きになる
きっかけづくりになればと思っています。
参加者数：延べ 190 名

●ボレーボレー特別賞

（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
「ジグザグボレーでゴール！レック上石神井エンジンボレー
○ジグザグボレーでゴール
ボレーボレーをしながらボールをゴールターゲットへ！
○レック上石神井円陣ボレーボレー
内側 6 人円陣。外側 6 人円陣を組み、6 個のボールを
ボレーボレーしながら繋ぎ、さて何分出来るでしょうか？
参加者人数： 延べ 1576 名 （内、100 万人ボレーボレー1,524 名）

●個別イベント最優秀新人賞
セサミテニススクール向島

（チャーム 30 個 贈呈）
「大感謝祭 in セサミテニススクール向島」

コンセプトは名前の通りですが、会員・非会員問わず「皆様に感謝し大還元する日」！テニスを
やらない人にはちょっと入りずらいテニススクールに【気軽に足を運んでいただきたい日！】を
モットーに企画しています。
・大人気のアトラクションエリアは、ストロークで狙うストラックアウト、ダルマ落とし、フラフープで
直接商品を丸取りの輪投げ、サーブで狙う的当て、スピードガン、親子で出来るボールキャッチ、
フリスビーなど、テニスに関係するアトラクションの中に、テニスに関係ないアトラクションを混ぜ
ることで、どなたでも気軽に楽しく、一日を通して、各年代に楽しんで頂ける工夫をしています。
・午前中に特別レッスンや、体験レッスン、親子テニスなど。午後はひたすらコーチとラリーなど、
テニスをガンガンやりたい人にも充実した感謝祭の日になってます。
・今年は初めて 100 万人ボレーボレーも開催！事前予約にしたらすぐさま満員御礼に。
当日、先着で枠を増やしたところ、こちらもすぐさま埋まり、コートに狭しとたくさんのペアが
ボレーボレーを繰り広げました。
・最後はコーチ陣によるガチのトーナメント！毎年、通路が無くなるほどのお客様でいっぱいに
なります！最後の最後は大抽選会でたくさんの人に豪華賞品をプレゼントしました。
参加者数：延べ 1140 名

●個別イベント優秀賞
テニススタジオ川口

（チャーム 20 個 贈呈）
「テニスタ祭り」

小さなテニススクールですが、地域の皆様に日頃の感謝と、またテニスの普及を目的とした
お祭りを開催。
●テニスを中心とした無料アトラクションを 9 種目●テニス用品フリーマーケット
●近隣の商店ご協力 3 社(整体院・飲食店・飲料販売)のテナントを用意。
スタンプラリーで商品をプレゼント(協賛品＆チャーム)企画を【無料で 3 世代家族が遊べる】
というコンセプトで実施。
また会員様からボランティアを募り 11 名のご協力をいただきました。
年齢問わず沢山の方に当スクールを知っていただく機会となりました。
※9 種目のアトラクション①テニスラリー体験②的当て大会③テニスでゴルフ!？
④ストラックアウト⑤おおわなげ大会⑥親子スラローム⑦バウンドシュート⑧風船ラリー
⑨ボレーボレー大会
参加者数：延べ 348 名

●個別イベント新人賞

（チャーム 20 個

贈呈）

アルドールテニスステージ柏の葉キャンパス校

「柏の葉 テニス祭り」

柏の葉のテニス祭りは、「地域に根付いたテニススクール」をテーマに来場者全員が
1 日中いても楽しめる空間を提供しました。
テーマとしていた「地域に根付いたテニススクール」の通りに、予想を超える人数に
来場いただき、1 日を通して盛り上がることが出来ました。
また、無料体験会を行ったことで、多くの方にテニスの楽しさを感じていただけました。
来場者数：延べ 277 人

●個別イベント新人賞

（チャーム 10 個

経堂インドアテニススクール

贈呈）

「テニスの日『クラス対抗ミニラリー大会』」

1 分間でつながった連続の回数を、クラスごとに平均を集計して競いました。
★「テニスの日クラス対抗ミニラリー大会」ルール表
・１分間でつながった、片道の回数をカウントする。
・途切れた場合は続きから数え、球出しもカウントします。
・ボレーボレーの場合ワンバウンドは数えず、次のボレーからカウントする。
・人数が奇数の場合、コーチが入ります（コーチはハンデとしてその場から１歩も動かない）
・各クラス、全ペアの回数を集計表に記入してください。
・集計表をもとに各クラスの平均を出し、各レベルで平均が１位のクラスの方全員に賞状を
授与。＊必ずコーチがデモンストレーションをします ＊2～3 分練習の時間を設けても OK
※参加者数：延べ 800 名

◆個別イベント新人賞

（チャーム１0 個

相模原インドアテニススクール

贈呈）

「スクール生大会＆茶話会 ボレーボレー大会」

試合イベントになると、足が遠のいてしまうビギナークラスの方々だけを対象にした、団体戦
を行いました。
その中で、ボレーボレーコーナーを入れて、チームの得点に加算いたしました。
皆さんボールを落とすまいと、奮闘されていて楽しい汗をかいていらっしゃいました。

●個別イベント新人賞

（チャーム１0 個

MAX インドアテニススクール

贈呈）

「MAX エンジョイチームマッチ」

スクール生にアンケートを取った時に出てきたイベントを実施しました。スクール生同士の交流を
求めていると感じ、楽しく交流できるよう、工夫しました。初めてあった方同士が互いの健闘を称
えあい、笑顔で談笑されているのを見ると、イベントを開催してよかったと心から思います。

●個別イベント新人賞
ウェルラケットクラブ

（チャーム 10 個

贈呈）

「親子で紅白戦＆レッスン」

couple＆kids をコンセプトに、テニスの日を大人から子供まで、初心者から経験者まで関係
なく、テニスというスポーツを楽しみ、家族のコミュニケーションの機会として今回のイベントを
開催しました。内容は、親子は同じチームにし、大体同じレベルになるように均等にチーム分け
をして、それぞれの項目を得点方式にして、最終的に紅白どちらが勝つか勝負しました。
子供が打ったボールを親がキャッチ、親が打ったボールを子供がキャッチ、相手チームのコーチ
に親子のダブルスで挑戦、し得点を競いました。
その後、親と子に分かれそれぞれ１時間のレッスンを行いました。
当クラブは、来年 30 周年を迎えます。それに伴い、内部充実、外部集客に力を入れており、
今回のテニスの日のイベントも 30 周年に向けた、1 つの繋がるイベントになりました。普段は、
別々のクラスで受講している親子も、一緒にダブルスを組んだり、打った球を受けたり、子供の
成長を親が感じることができるイベントになったので、今後のレッスンや 30 周年のイベントの良
いモチベーションになりました。ボレーボレー大会が、少しずつですが、浸透してきていると思い
ます。
毎年継続して行う事、チャームを毎年楽しみにすることで話題性が広がり、秋の良い時期の入
会促進にもつなげることができます。今回はボレーボレーと個別イベントを一緒に案内すること
で、動員も増やすことができました。

●個別イベント新人賞

（チャーム 10 個

テニススクールシルキーウィンズ

贈呈）

「キッズテニス体験会」

9 月 23 日テニスの日には、「京王あそびの森 HUGHUG 」室内遊戯施設にて
未就学児や小学生を対象としたテニス体験会を実施しました。
テニスをやったことのない子供達にテニスの魅力を伝えることができました。
子供達は目を輝かせながらテニスを楽しんでおりました。
参加者人数： 延べ 750 名

