
 

ボレーボレー10周年特別大賞  （10,000 ポイント：チャーム 100 個分 贈呈） 

ネオインドアテニススクール西新井  「目指せ！達人 150ペア」 

10分間ボレーボレー期間中、お客様に日々進行状況が分かるように掲示。お客様やスタッフが、目標・

記録更新まであと何ペアだと声を掛け協力し合ったお陰で、過去最高の 195ペアを達成する事ができ

ました。毎年、同じ行事を実施しているが、この為にレッスンを増やされたり、期間中に複数受講された

りしてとても楽しんでおられ、その結果、過去最高の『達人：１９５ペア』を達成する事ができました。 

『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された功績を表彰。 

  ・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 

 

ベイビーステップ賞  （10,000 ポイント：チャーム 100個分 贈呈） 

株式会社スポーツクリエイト 2000 ピースのオリジナルジグソーパズル＆全コーチが万歩計クイズ 

系列６事業所での同時開催のアピールと他店との「競争意識」で企画を盛りあげました。 

① テニスの日オリジナル・ベイビーステップ画像で 2000ピースのオリジナルジグソーパズルを作成。 

9/16～23の 1週間の全店・全レッスンで 30秒間のボレーボレーを実施。全スクールの合計数を「40回

で 1ピース」で計算し、獲得ピース数を各店共通に割り振り、日々、ピースをゲットしパズルを組み上げ

ていく企画。全店のレッスン参加者で組み上げて完成させる事で達成感を感じてもらいました。また、

そのクラスの中での最高記録者は記念撮影＆館内掲示。景品のプレゼントでご自身のメリットも感じて

頂きました。期間中の様子をブログ等で発信してお客様に周知していきました。 

② 期間中の 1週間 全店全レッスン全コーチが万歩計を着用し、その歩数を集計。1歩を 60㎝換算し、

有明コロシアムからどこまでの距離になるかを当てて頂くクイズを実施。  結果：与那国島 

※参加 6店舗（高田馬場シチズンプラザテニススクール、八千代スポーツガーデンインドアテニススク

ール、竹ノ塚インドアスポーツプラザテニススクール、スポーツクリエイトにしこくテニススクール、上福

岡西友テニススクール、ザバススポーツクラブ金沢八景） 

 

個別イベント大賞  （10,000ポイント：チャーム 100 個分 贈呈） 

インドアテニスセンター ウイング札幌ウエスト  テニスの日ウイング秋祭 

テニスの日ボレーボレー・ウイングオリジナルルール『クラス対抗リレーボレーボレー』を開催。 

全クラス動画撮影を行い、その動画をホームページにて配信、コーチ陣のボレーボレーは面白い映

像として仕上がりました。 

毎年恒例のウイング秋祭は多くの方にご来場いただき、当日お楽しみいただけるイベントをたくさん

用意しました。 

 

テニスの日大賞  （10,000ポイント：チャーム 100 個分 贈呈） 

香川でテニス！ＦＳＰ（ファーストショットプロジェクト） 香川テニストレイン！ （香川でボレーボレー！） 

実施会場：通所介護施設（デイサービス）、サービス付き高齢者向け住宅、 

第 7回カーフリーデー高松会場、銀星テニスクラブ、他各所 

【県内全域 8市 5郡 9町での「香川でボレーボレー！」開催を目標に･･･】 

 昨年度の、テニスの日「Tennis Express 賞」受賞を機に、本年度より香川県全域を回れるよう「香川テ

ニストレイン！」と銘打ち、ボレーボレー！（個別イベント）を実施。 

【地域の特徴を活かし、現状を把握し･･･】 幼少を過ごした幼なじみや顔なじみも多い、地元地域にて

開催される祭りやイベントなどにも参加させていただき、「テニスの日」個別イベントを実施。また、テニ

スを『初めて』行う方や『初開催となる』会場等も主な巡回の目標としており、そのような会場では、レッド

ボールやスポンジボール、風船などを使用し「tennis10s」や「tennis Xpress」のコンセプトをお手本（参考）

に実施。 

【相互連携を図り、テニス（スポーツ）振興を･･･】 数年前より、イベントの開催に際して他民間テニスク

ラブやコーチのみなさんにもご協力をいただけているので、更に香川県テニス協会や各市町村テニス

協会、またテニス関係以外の団体や個人のみなさまにもご協力をいただけるよう活動の継続を考え行

動中。 今後も「香川のテニスで盛り上がって行く！」所存です。 

 

 

 

 

 



 

個別イベント特別賞  （5,000 ポイント：チャーム 50個分 贈呈） 

テニスポート波崎（VIPTOPグループ波崎事業所）   テニスポート波崎スポーツフェス！ 

テニスだけにこだわらず、色々なスポーツの要素を取り入れ、それをスタンプラリーにする事により、

様々な種目をテニス未経験の方にも楽しんで頂きました。参加者は 300～400人、昨年の 3倍の集客が

出来ました。 

無料テニス体験 

スイミングイベント：波崎ライフガードによるイベント、アクアビクス又は水中歩行、バタ足チャレンジ 

インドアイベント ：ヨガ・エアロビ・ランニングフォーム 

アウトドアイベント：サーブスピードコンテスト、サーブ的当て、ターゲットナイン、コーディネーション体験、

クイックキャッチボール、ボール積み競争、フレームボールつき、テニスでパターゴルフ、ボレーボレー 

クラブハウスイベント：ボールのせ、ぬり絵コーナー、型ぬき、ガットでラケット作り、ベイビーステップキャ

ラクタークイズ 

 

個別イベント特別賞   （5,000 ポイント：チャーム 50個分 贈呈） 

メガロスインドアテニススクール 全国 10店舗    ～10店舗集結～「テニスの日イベント」  

初めてメガロス全店がそれぞれにイベントを実施し、それを一つにまとめました。共通の思いはただ一つ  

「ゲストに楽しんでもらいたい！」 これをコンセプトに、各店が工夫を凝らし、オリジナルのイベントを実施  

草加店 /フロントとテニス    大和店/シルバーワンコインレッスン 

  八王子店/私服コンテスト     横濱店/女装コンテスト 

  神奈川店/テニス大百科事典    柏 店/テニス祭り 

  千種店 /全クラス的入れ大会   綱島店/テニス懇親会 

  浜松店 /５人のコーチの神隠し  小平店/村上武資プロクリニック 

 

個別イベント特別賞  （3,000 ポイント：チャーム 30個分 贈呈） 

ウイニングショットあすと長町校  テニスの日体験会＆スペシャルレッスン 

「9月 23日はテニスの日」の認知度を上げる為、当スクールで年に数回実施しているスペシャルレッスン

を「テニスの日」イベントとして開催しました。 

毎年 9/23にスペシャルレッスンを開催してきたが、昨年までは通常のスペシャルレッスンと変わり映えし

ない内容だった為、スクール開校から 4回目となるテニスの日に実施するスペシャルレッスンを今年はイ

ベント登録し、テニスの日の約 1 ヶ月前からバナー・ポスターを館内とコート内に掲示してアピール。 

事前イベント(スクール会員向け・8月 19日～25日)「テニスの日スペシャルレッスンで使える割引券進呈

パッドパッドテニス」、テニス体験会(非会員向け・9月 15日)「はじめての簡単テニス」、9月 23日のメイン

イベントを「あすと長町校テニスの日スペシャルレッスン」を実施し、徐々に盛り上げていき、テニスの日イ

ベントを幅広く周知・実施する事ができました。 

 

個別イベント特別賞  （3,000 ポイント：チャーム 30個分 贈呈） 

有限会社コスモテニスカレッヂ（東京グリーンヒルズ会場）  ファミマ×テニス DAY！ 

クラブハウス 1階にあるファミリーマートとコラボレーションイベントを行いました。 

テニスに関心の無い人たちにもテニスの楽しさを知ってほしいと考えました。 

「ゆるキャラグランプリ 2014」のトップを走る「ぐんまちゃん」を招待し、ぐんまちゃんを応援しているシンガ

ーソングライターの「YOSHIMI」さんをゲストに迎えミニライブを行い、集客数を増やしました。 

集まってくれた方には、ストリートテニスを提供し、ミニネットを置いてコーチとラリーをしました。 

並行して、スクール内では親子ダブルス大会のほか、的当て大会、ボレーボレー大会も 1日を通して行い

ました。 

 

ボレーボレー特別賞  （5,000 ポイント：チャーム 50個分 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 

スクール内イベントを実施する事で会員の方にテニスの日を認知していただき、イベント動画をネ

ットに載せる事でネットユーザーなどにも幅広くテニスの日を認知して頂く事を狙いとしました。 

動画内で「９月２３日はテニスの日」と言うセリフを繰り返し言う事で、テニスの日の日にちを覚えや

すくし、画面にテニスの日ののぼりが常に写るように撮影して、テニスの日のＰＲに努めました。 

スタッフのＳＮＳでシェアをしてなるべくたくさんの方に見ていただけるようにしました。  

 

 

 

 

 



 

ボレーボレー特別賞  （3,000 ポイント：チャーム 30個分 贈呈） 

ＴＯＰインドアステージ氷川台   テニスはどこでだって、誰だって出来る!! 

錦織圭選手のご活躍のおかげで日本のテニス界が盛り上がってきたこの機会に、このテニス界をさらに

盛り上げるべく日本各地で、また老若男女関係なく様々な人、様々な場所でテニスは楽しめるものなの

だという事を観てる人に訴えかけたくて、「どこだって誰だって」出来るという動画を作りました。  

 

ボレーボレー特別賞  （3,000 ポイント：チャーム 30個分 贈呈） 

株式会社ツカダプランニング   テニス祭り「目指せ！2020東京オリンピック」「コート無料開放」 

「目指せ！2020東京オリンピック」 第３回ボレリンピック 

テニススクェア石神井を会場として、ツカダプランニング挙げての企画としました。テニスだけでなく、才能

を幅広く開花させるアトラクションを盛りだくさんに用意。ボレーボレーは、いろいろな設定で楽しむ「第３

回ボレリンピック」をしました。ピアノコンサートを聴きながらテニスができるのもここテニススクェア石神井

だけです。その様子を動画作成しました。 ※参加人数 約 150名 

「コート無料開放」 ツカダプランニング全 11会場にてコート無料開放を行いました。 

 

テニスの日特別賞  （2,000ポイント：チャーム 20 個分 贈呈） 

柏の葉インドアテニススクール  2014ボレリンピック、チャリティイベント 

テニスに携わるものとして、テニスの日の企画に賛同する事でテニス界全体の活性化に協力し、また、ス

クール単独イベントという枠を超えて、年に１回はテニスの日を通して チャリティーイベントという位置付

けで社会へ貢献していきたいという考えの元、テニスの日恒例行事である「ボレーボレー」をより浸透さ

せる事と、通常のボレーボレーではないアトラクション的な要素も取り入れて、違ったボレーボレーの楽し

さを知ってもらうイベントを実施しました。(今年は「2014ボレリンピック」と題し実施) 

また、テニスの日当日の参加者は限られてしまうので、当日イベントと上記ボレリンピックの予想タイムを

考えてもらう事で、少しでもテニスの日への参加している感覚を出してもらいました。 

 

 テニスの日特別賞  （2,000 ポイント：チャーム 20個分 贈呈） 

 福井市美山テニスクラブ  20１4・9･23 「テニスの日」美山テニスフエスタ  

今年は大会開始の導入部分のつかみとして、四大大会オフィシャルサイン用テニスボールを使い、ウォ

ーミングアップとしてドッヂボール大会をテニスコートで実施、参加者全員大いに盛り上がりました。 

私どもは地方の一クラブですが、福井県内ではテニスの日イベントに一番早く参加し、継続して今回にい

たっています。参加者に楽しんでもらうアットホームな大会をコンセプトにしており山里の自然豊かさも味

わえる、ベストパフフォーマー賞とみんなで弁当タイムとかローカル色を大事にしています。 

毎年、参加人員の規模を求めるのではなく、参加された人の満足おもてなしを目的としています 

会場：福井市市営庭球場ウインクコート 

 

Tennis Express特別賞  （3,000 ポイント：チャーム 30個分 贈呈） 

Ｋポイント・テニスコミュなんじゃもんじゃ  横芝光町足元元気テニス大会  

足元から元気になろうと、スポーツに取り組んでいる、横芝光町に住む平均年齢 60歳後半の皆さんと 

テニスエクスプレスに取り組み始めて 2年になります。今年は、以下の種目に挑戦しました。 

①100万人ボレーボレー大会、 

②オリジナルルール・ショートラリー大会、 

③サークルテニス勝ち抜き戦（丸いミニコートでの 1ポイント勝ち抜き戦）、 

④ビッグサークルラリー（昨年も実施しました）、 

⑤ざ・万歩計（二人 1組で計測、40分間で何歩動けたかを競いました） 

 

ボレーボレーのオリジナルルールでは 3段の方が 8組、ビッグサークルラリーは昨年の倍以上の 117回

を記録ました。丸いミニコートでの対戦にも挑戦、丸いコートは守備範囲を軽減する事で、続けやすく、転

倒防止のためには有効です。今年は直径３ｍ、将来的には直径８ｍ位を定番にしたいと思います。 

参加者の皆さんの「楽しい！」の一言が嬉しい 1日でした。また、私もご協力いただいた町のスタッフの方

も皆さんの上達ぶりにはビックリさせられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



アイデア賞  （2,000 ポイント：チャーム 20個分 贈呈） 

パブリックテニス小倉   腕試し！ 

腕試しと称して“ストローク・サービスコントロールコンテスト”“ボレーボレーコンテスト”“サービススピードコ

ンテスト”を実施しました。記録用紙に工夫を凝らしました。 

各種目得点形式にて総合得点で順位を競い合い、上位入賞の方には賞品を贈呈。ストロークコントロールコ

ンテストにおいてはストレート打ち、クロス打ち、サービスにおいてはセンター、ワイドとそれぞれ狙ってショッ

トしてもらう事で自分の技量を客観的にみる事ができたと思います。サービススピードコンテストにおいては、

女性ハンデと年齢ハンデを設けて女性・高齢者の方でも上位に入れるよう配慮しました。 

今年から小学生を対象にしたイベントも実施。一般とほぼ同様の種目で得点形式にて順位を競い合い、上

位入賞者にはテニス用品を賞品として贈呈。また、参加賞として全員に文具・菓子をプレゼントしました。 

 

タイアップ賞  （3,000 ポイント：チャーム 30 個分 贈呈） 

アルドールテニスステージ幕張新都心校   テニスの日祭り「スポーツオーソリティーとのコラボ企画」  

アルドールとスポーツオーソリティのコラボ企画をイオンモール幕張新都心 スポーツオーソリティ１階ホー

ルを会場として実施しました！誰でも簡単に挑戦できるよう以下の規格で行いました。 

① 自分の打ったボールのスピードを予測、 または 2球とも同じスピード誤差±5km以内を出すと 

缶バッジ獲得。 

② 球出しされたボールを狙った的に向かって打つ。 

祝日に、大型ショッピングモールの１Ｆ広場で、たくさんの人の目に触れながら、テニスの楽しさ、アルドー

ルのスタッフの情熱を皆様に知ってもらう事ができました！ 

テニス体験イベントの参加者：４３８人（成人、子供含む） 

開催時間：全 4回 合計 4時間（11：00～12：00、12：30～13：30、14：30～15：30、16：00～17：00） 

 

タイアップ賞  （2,000 ポイント：チャーム 20 個分 贈呈） 

ＴＯＰインドアステージ津田沼   イオン・ショッピングモール内で  テニス体験イベント 

いつもはスクール内だけですが、スクール外でチャレンジしました。 

テニスをした事がない方に地域の施設が共に協力してテニスを体験して頂く試みです。 

地域の商業施設（Morisia津田沼店）の一部分をお借りして施設を利用するお客様にテニスを 

体験して頂きました。コーチがお手本でボレーボレーをしてお客様の目を引き、当日たくさんの

お客様にテニスを体験して頂きました。中にはテニスが好きになり、その日のうちにスクールを

見に来たお客様もみられました。（当日２人の男の子がスクールまで遊びに…） 

テニス体験イベントの参加者：延べ１５０人程 

開催時間：２日間で１０：００～１４：００ 

 

 

 

新人賞  （1,000ポイント：チャーム 10 個分 贈呈） 

千歳テニス協会 ターゲットテニス 

ITCうつぼテニススクール塾 
テニスの日はうつぼにおいで！ 

 親子テニス教室＆ちびっこ はじめてのテニス 

コスモテニスカレッジ 

セルティステニススクール 
テニスの日ウィーク 的当て大会 

 

以上 

 

 

 


