
 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリニック

新井麻葵プロによるクリニック 

昨年大好評だった新井プロがオールサムズ記念祭のために

今年も駆けつけてくれることになりました。エネルギッシュな新

井プロのクリニックをお楽しみに! 

【参加費】無料 

【申込方法】6月 13日(土)よりサービスエース、フロント、 

お電話にて先着順で受け付け致します。 

 10:00～11:00 楽しくなければテニスじゃない！ 

<対象> さわやか、S さわやか、フレッシュ、ステップ、 

トゥモロー 

外部参加可(初級～中上級で楽しんでテニスをしたい

方) 

 12:00～13:00 ジュニアクリニック第 1部 

<対象> J1、J2、J3、T ブルーB 

スクール生のみ 

 14:00～15:00 厳しくなければテニスじゃない！ 

<対象> PS隊、LBC、LCD、しごき隊、SS隊 

外部参加可(中級～上級で市民大会に出場したり、

女子連に所属している方) 

 16:00～17:00 ジュニアクリニック第 2部 

<対象> T ブルーA、T イエロー 

スクール生のみ 

※各レッスンとも定員になり次第受付終了です。 

※雨天の場合は 13 時からハウス内にて新井プロのトークショ

ーを行います。なお入場できる人数には制限がございます。 

 

新井麻葵プロ PROFILE 

東京都出身 

6歳からテニスを始め、藤村女子中・高

校を経て、卒業後プロへ転向。全日本

選手権シングルスベスト 4、ダブルス優

勝。現在、自らもプレーをしながら後進

の育成にも力を入れている。 

 

おやこ DEテニス 11:00～12:00 

お父さん、お母さんとお子様で楽しくテニス！もちろんおじい

ちゃん、おばあちゃんでもＯＫ♪のびのびクラスの参加も大

歓迎です。 

【対象】3歳～6歳 

【参加費】1組 500円(のびのびクラスの親子は無料) 

【申込方法】6月 13日(土)よりサービスエース、フロント、 

お電話にて先着順で受け付け致します。 

 

 

小学生体験テニス教室 11:00～12:00 

ラケットの持ち方から簡単な打ち合いまでやってみよう♪テニ

スをやったことのない子大歓迎！ 

※小学生体験テニス教室は外部の方を優先させていただ

きます。ジュニアスクール生はプロクリニックにご参加ください。 

※のびのびの小学生はこちらにご参加いただけます。 

【対象】テニス初心者の小学生 

【参加費】1人 500円(のびのびクラスの小学生は無料) 

【申込方法】6月 13日(土)よりサービスエース、フロント、 

お電話にて先着順で受け付け致します。 

 
 



イベント

創業祭名物じゃんけん大会 15:20頃 

強運の持ち主は誰だ？いざじゃんけんの戦場へ！ 

■じゃんけん強すぎで賞：レッスン半年無料 

■平和が大好きで賞：ヨネックス用品 1万円分 

■ある意味すごいで賞：レンタルコート 10時間分 

【参加費】無料 

【対象】すべてのご来場者がご参加いただけます。 

 

 

水風船を投げて投げて投げまくれ 

コーチにぶつけ放題！だ・け・どコーチから放水の仕返しがく

るかも！？ 

①未就学児 13:00 から 

②小学校低学年 13:30から 

【参加費】無料 

 

 

コーチに挑戦 13:00～14:00 

この日のコーチは優しくありません！挑戦者の皆様と全力で

戦い、全力で勝ちにいきます。シングルスコート、ダブルスコ

ート、ジュニアコートを予定してます。 

【参加費】無料 

【対象】どなたでもご参加いただけます。 

年間表彰 15:00～ 

2014年 6月から 2015年 5月までに開催された大会で

優秀な成績を収められた方を表彰いたします。またサーブス

ピードコンテストの最速チャレンジで男女それぞれ最速記録

者は年間表彰にて発表いたします。 

 

 

スティールパンミニライブ 

ドラム缶からできた楽器の演奏会です。ファンが急増中のオ

ールサムズスティールパンサークル“PPF”によるミニライブを今

年も開催！ 

第 1回目 14:15 から 

第 2回目 じゃんけん大会終了後 

皆様のよく知っている曲を中心に演奏します。どなたでもお

聴きいただけますので、ぜひお越しください！ 

 

 

ヨネックス用品展示販売会 

ヨネックスの最新ラケット、バッグを展示、および販売致しま

す。 

①ラケットご購入の方には、ヨネックスストリングを無料張上☆ 

②サングラスご購入の方には、もれなく専用ハードケースを 

プレゼント☆ 

③格安セール開催☆ 

この機会をお見逃しなく！ 



お楽しみ

サーブスピードコンテスト 10:00～13:00 

①362(サムズ)チャレンジ 

決められた持ち球を使ってサーブを打ち、合計スピード 362

キロを目指そう！フォールトは計算されないのでスピードと安

定性が必要。 

②最速チャレンジ 

入ったサーブの最速を競います。男性・女性それぞれの最速

記録者は年間表彰で発表します。 

【参加費】100円(小学生以下 1回 50円) 

【対象】どなたでもご参加いただけます。 

 

レッドボール体験コート 13:00～17:00 

テニス界に革命を起こしたレッドボールを体験で

きるコートを設置します。テニスが初めてでも簡

単にプレーできちゃいます！ 

【参加費】無料 

【対象】どなたでもご利用いただけます。 

いろいろ遊べるミニゲームコーナー 

 ストライクゲーム 

 タイムアタックラリー 

 サーブ的当て 

 テニスケット 

それぞれのゲームで成功すると 

景品がもらえるよ！ 

【参加費】各 1回 100円(小学生以下 1回 50円) 

 

はだしキッズ♪ 10:00～17:00 

夏見の浜(ビーチスポーツパーク)に子どもたちが

遊べるスペースを設けます。 

【参加費】無料 

【対象】2歳頃～小学校低学年 

【注意事項】砂が熱くなることがありますので、

汚れても良いソックス等をお持ちください。 

 

 

体験コーナー

加圧体験会 

自宅で！ひとりで！！加圧ベルト付専用

ウェアの試着体験会です。加圧することで

成長ホルモンの分泌を高め筋力アップや

脂肪燃焼を促進。テニスのためのスピー

ド・キレもアップで一石二鳥！もちろんダイ

エット効果も期待できます♪ 

 

【開始時間】①11:10 ②13:00 ③15:30 

【参加費】無料 

【対象】中学生以上 

【申込方法】6月 13日(土)よりサービスエース、フロント、 

お電話にて先着順で受け付け致します。 

 

リフレクソロジー 10:30～15:00 

お疲れのあなたにひとときの休息

を！国際若石健康研究会認

定リフレクソロジストの方が来場

しますので肩こり、頭痛、むくみ、

高血圧などお体の不調もご相談

いただけます。今年はクーラーの

効いた室内で施術しますので涼みにいらしてください♪ 

【料金】20分 1,000円 

体チェック・お悩み相談 

体チェックではテニスをしている際に

効率的に体を使えているのかを診

断します。またすでに痛みが出てい

る箇所のケアやトレーニングの仕方

等のお悩み相談も受け付けます。

日本のトップアスリートを支える現

役トレーナーが丁寧に説明いたします。 

【料金】おひとり 15分程度 500円 

【対象】4歳以上 

【チェック項目】回旋、パワーポジション(構えの姿勢) 

【申込方法】当日予約(11:00～16:30) 

 

ビーチテニス体験 10:00～17:00 

日本でもプレーヤー急増中のビ

ーチテニスを自由に体験してい

ただけます。バドミントンや羽根

つきのような感覚でボールを落と

さずにプレーするので、テニス初

心者の方でも比較的簡単にや

ることができます。 

【参加費】無料 

【対象】どなたでもご利用いただけます。 



その他 

飲食 

①移動販売のクレープ屋さん「サニーズ船橋店」が、おいしいクレ

ープを届けに来てくれます♪7月で暑さも予想されますのでクレ

ープのほかに本格的なかき氷も販売予定です！みなさんお楽し

みに！ 

 

②これまた移動販売のお店がオールサムズに登場！食べ歩きに

ぴったりなホットドッグやピタサンドを販売予定。アルコールも販売

しますので飲む方は車で来ないでね！ 

  

 

オールサムズ 32周年記念祭を楽しもう！ 

みんなぜひ遊びにきてネ♪ 

 

【注意事項・お願い】 

※当日のスクールは鎌ヶ谷・船橋ともにお休みとなりますので、お間違えのないようお願い致します。 

ぜひ記念祭にご来場ください！ 

※駐車場は台数に限りがありますので、できるだけお車以外の手段でお越しください。 
※アルコールを飲まれる方は、飲酒運転は絶対におやめください。 
※予告なく内容を変更する場合がございます。 
 

 

優勝賞品：しごき系単発受講券×カテゴリＡ：５枚 カテゴリＢ：３枚 

７月４日(土) １２時４０分スタート 

オールサムズ記念祭連動企画 
スクール生＆おとなのランク戦シングルス出場者対象 

シングルストーナメント 
                                              

 
●会  場：オールサムズテニスクラブ船橋(船橋市旭町４－１６９) 

●種  目：シングルス(男女混合) ●試合方法：ノーアド 1 セットマッチ 

●大会日時：2015 年 7 月 4 日(土) 12：40 集合 ※雨天時の開催の有無は集合の６０分前に決定します。 

●参 加 費：おひとり 2,500 円(税込)  大会当日お支払いいただきます。 

●参加定員：各カテゴリ 8～１６名(人数調整することがあります) 

●表  彰：上位入賞者は表彰いたします。優勝者は 7 月 11 日(土)の≪オールサムズ記念祭≫にて表彰します。 

●申込方法：≪サービスエース≫をご利用ください。 

 

カテゴリＡ(オープン)【スクール生天下一決定戦】 
●オールサムズスクール生 もしくは 
●おとなのランク戦出場者 限定！ ※ジュニアは出場できません 

コンソレーション 

マッチもあるので 

おひとり２試合 

以上できます！ 

カテゴリＢ(ビギナー) 

●おとなのランク戦１００位以下(５月大会終了時) もしくは 
●トゥモロー・フレッシュ・ステップ・さわやか 限定！ 


