2016年9月22日

有明イベント 会場マップ

TENNIS PLAY＆STAY オレンジボール

すべてのイベント参加にはチャームの提示が必要です

テニス用品会イベント
( 新製品ラケット試打 )
( ターゲットテニス )

事前応募

●場所：Ｂコート
［Ｂ７・８］
当日整理券あり
●時間：①10：00〜 ②11：00〜
●対象：小学３〜６年生のテニス経験のない〜初心者

●場所：Ｂ コート［Ｂ５・６］
●時間： ①10：00 〜 12：00
②13：00 〜 15：00
●対象：どなたでも（先着順受付）

ワンポイントクリニック
●場所：Ｂコート
［Ｂ７・８］
当日整理券あり
●時間：13：00 〜15：00
●内容：①ストローク②ネットプレー③サービス④ストローク
●対象：小学 5 年生以上
（テーマ別 20 分入替制）

ファミリー
エンジョイテニス（親子）
●場所：Ｂコート［Ｂ３・４］
●時間：①10：00 〜
②11：00 〜
●対象：年少〜小学１年生の
テニス経験のない子とその親

スポンジボールを使い、親子で
テニスを楽しみましょう！

事前応募
当日受付

TENNIS PLAY＆STAY レッドボール
（親子）

テニス体験コーナー

車いすテニス体験レッスン

●場所：Ｂコート
［Ｂ３・４］
●時間：13：00 〜 15：00
●対象：どなたでも（先着順受付）

●場所：Ｂコート［Ｂ１・２］
●時間：①10：00〜12：00
②13：00〜 15：00
●対象
午前：ジュニア車いす
テニス体験希望者
午後：ジュニア＆一般車いす
テニス体験希望者

小さなお子様、テニスが初めての方
でも気軽にテニス体験！
スピードの緩やかなレッドボール・
ミニコートでテニスを
楽しみましょう！

至：ゆりかもめ
有明テニスの森駅方面

北口

●場所： Ｂコート
［Ｂ11・12］ （先着順受付）
当日受付
●時間： 13：00 〜 15：00 （2 ゲーム交代制）
●対象： 小学 4 年生以上のペア・小学１〜３年生は親子で参加。
プロ選手とゲームを楽しみましょう！

TENNIS PLAY＆STAY グリーンボール
●場所：Ｂコート
［B12 〜 16］
●時間：①10：00〜 ②11：00〜
●対象：小学３〜６年生のテニス経験

しばふひろば
「ベイビーステップ」
パネル記念写真コーナー
整理券
配布所

ケータリングカー

テントブース

西口
東口

総合案内

事前応募

当日整理券あり

南口

ジュニアテニスクリニック

■テニスコート内ではテニスシューズ、運動靴を着用ください。
■テニスコート以外でのラリーや練習はご遠慮ください。

事前応募
●場所： Ｂコート
［Ｂ13 〜 16］
当日整理券あり
●時間： ①13：00 〜 ②14：00 〜
●対象： 小学５年生〜中学３年生の初心者および経験者

TENNIS PLAY＆STAYとは…？
TENNIS PLAY＆STAY（テニスプレイアンドステイ）
は ITF（国際テニス連盟）が推奨するジュニア・初級
者に最適なプログラムです。レベルや年齢に合わせ
た小さなコート、飛びを抑えたボールを使うことで、
すぐにラリーができ、ゲームを楽しめます。

らくらくテニス

当日受付レッスン

●場所：C コート［Ｃ５〜８］
●時間：①10：00 〜 11：30
②13：00 〜 14：30

●場所：Ｃコート［Ｃ２〜４］
●時間：①10：00〜②11：00〜
③13：00〜④14：00〜
（60 分レッスン）

●対象：35 歳以上の初心者
初級者

事前応募

当日整理券あり

100 万人ボレーボレーに挑戦！

2015 テニスの日
100 万人ボレーボレー 認定証

ノーバウンドで続けるボレーボレーに挑戦！認定表彰を
目指して、頑張りましょう！当日でもご参加いただけます。
三段・五段・達人をテニスの日 WEB サイトで発表！

5分

当日整理券あり

事前応募

プロに挑戦！ダブルス

三段

プロコーチとラリーしてアドバイス
をもらいましょう！

当日整理券あり

●場所：Ｂコート［Ｂ９〜1１］
当日整理券あり
●時間：①10：00〜 ②11：00〜
●対象：小学２〜３年生のテニス経験のない〜初心者とその親

3分

●場所： Ｂコート
［Ｂ９・1０］
●時間： 13：00 〜 15：00
（8 分交代制）
●対象： 小学生以上

事前応募

当日受付

当日整理券あり

テニス教室
（プロコーチとラリー）

五段

10 分

達 人

殿
あなたは 2015 テニスの日 100 万
人ボレーボレーにおいて「10 分間
ノーバウンドでボレーボレー」を続
ける事ができました
よってここに達人と認定します
会場名：
ペア名：

2015 年

日

テニスの日推進協議会
会長 畔柳 信雄
実施会場認定者

達人

『テニスの日』限定オリジナル
チャーム

月

100 万人ボレーボレー
●時間：12：10 〜
●対象：ペアで参加

※年齢・経験は問いません

当日整理券あり

100 万人ボレーボレー
●時間：12：10 〜
●対象：事前応募当選の方

当日整理券あり

マップ記号について
チャーム販売所

クロスラケット型の
おしゃれなチャームです

1個350円（税込）

●対象：高校生以上の初心者
初級者

各イベント受付
喫煙所

※公園内は喫煙所以外、全て禁煙です

聴覚障害者
テニスレッスン

テントブース
※手話通訳付

●場所：C コート［Ｃ１］
●時間：①10：00 〜 12：00
②13：00 〜 15：00
●対象
午前 : 年中〜小学 6 年生の
聴覚障害児・親子テニス
午後 : 中学生以上の
聴覚障害者の初心者
初級者

事前応募

事前応募

当日受付

スタンプラリー抽選所
「東レ パン パシフィック テニス」
出場選手名前当てクイズパネル
名前当てクイズ正解確認

テニス用品会抽選会

当日受付

●場所：特設テント
●時間：抽選受付：10：00〜13：30
結果発表：14：00
※ラケットやバックなど素晴らしい商品が当たる抽選会です。

日本ろう者テニス協会ブース

聴覚障害者テニス・国際大会の報告展示、
選手遠征費用支援のための T シャツ、タオル販売など

不要テニスボール・ラケットの回収 （GSA ブース）
聴覚障害を持つ子供達をはじめ、教室内の防音対策用に不要ボールの
回収を行います。不要ラケットも回収しています。
事前応募
当日受付

各イベント受付に直接お越しください

ＡＥＤ設置場所

当日整理券あり
整理券
配布所

整理券は、整理券配布所にて配布します

【午前の部】9：00 〜 【午後の部】11：30 〜
※先着順。（1 人につき 1 種目 1 枚）

原作コミック好評発売中 !
「週刊少年マガジン」連載中！

