
 

小学生テニス体験会のご案内 
 

大分県テニス協会では、「これからテニスを始めてみたい！」「なにか運動を始めてみたい！」という 
小学生を対象にした『小学生テニス体験会』をおこないます。小学１年生～６年生のテニス初心者を 

中心に、テニスの楽しさに触れていただく体験内容となっています。 
ぜひこの機会にテニスを体験してみてください。 トップ選手への道も１歩から！ 

■■■■ 小学生テニス体験会 (主催：大分県テニス協会) ■■■■ 

【対象】 小学１年生～小学６年生 ◆◆当日(8/21)スケジュール◆◆ 

【開催日】 平成２８年８月２１日(日)  

10:30 体験会の受付開始 

11:00 ～ 12:30 テニス(レッスン)体験 

Play&Stay のノウハウを使ったレッスンで 

ラリーを楽しめるようになるレベルまで 

テニスを体験します。 

講師：間瀬義和氏 (ﾃﾆｽﾜｰｸｽ kei㈱、公認テニス教師) 

12:30 (解散) 

12:30～13:00 コート開放(予定) 

※開放コートには限りがあります。 

 

【時間】 １１時～１２時半 (スケジュールは右記) 

【会場】 大分市営駄原テニスコート 

大分市新春日町 1-2881-18 （大分西高校近く） 

【定員】 ５０名（先着順）  最終締切：８月１５日（月） 

【体験料】 無料（気軽に参加して下さい） 

【持ち物】 タオル・動きやすい服装・運動靴 

無料貸出ラケットも準備しています。 

【申込み】 

 小学生体験会申込書を FAX で送付してください。

または 参加者氏名・学年・住所・連絡電話番号を 

メール<20160821@opta.jp>にて送付ください。 

※ 体験会開催時の様子をスタッフが撮影することがあります、ご了承ください。 

  

＜問い合わせ＞ 大分県テニス協会 普及指導委員会 田崎  
          TEL/FAX ： ０５０－３４８８－２３５１ 

メールアドレス ： 20160821@opta.jp 
 
 
------------------------------ < き り と り せ ん > ------------------------------ 

 

■■■ 小学生テニス体験会 申込用紙 ■■■ 

（ふ り が な） 

参 加 者 氏 名 

                           男 

                           女 

学校名 

学年 

                 小学校 

              年生 

住   所 〒 

 

 

連絡先 

(電話) 

 

※いただいた個人情報はこの体験会の目的以外には使用 しません。 
※電子メールでの申込みは 20160821@opta.jp へ 上記と同じ内容を記入して送付してください。 
 

参加者募集中！ 



 

中学生テニス練習会のご案内 
 

大分県テニス協会では、テニス競技の普及を目的とした『中学生テニス練習会』を開催いたします。 
中学１年生～中学２年生でテニスの試合についてもっと勉強したいという希望者に 

むけて、テニスの技術・戦術・ルールやマナーを体験する内容となっています。 
ぜひこの機会に中学生テニス練習会に参加してみてください。（参加無料です） 

■■■■ 中学生テニス練習会 (主催：大分県テニス協会) ■■■■ 

【対象】 中学１年生～中学２年生 ◆◆当日(8/21)スケジュール◆◆ 

【開催日】 平成２８年８月２１日(日) 12:30 練習会の受付開始 

13:00 ～ 14:00 ルール講習、ウォーミングアップ 

試合に参加する上で必要なテニスのルール 

ならびにマナーを勉強します。(約 40 分) 

その後で練習前のウォーミングアップを 

おこないます。(約 20 分) 

14:00 ～ 16:00 技術・戦術 講習会 

Play&Stay のノウハウを使ったレッスンにて

テニスの技術・戦術パターンを練習します。 

各コートに分かれて練習をおこないます。 

講師：間瀬義和氏 (ﾃﾆｽﾜｰｸｽ kei㈱、公認テニス教師) 

16:00 (解散) 

16:00～16:30 コート開放(予定) 

※開放コートには限りがあります。 

【時間】 １３時～１６時 (スケジュールは右記) 

【会場】 大分市営駄原テニスコート 

大分市新春日町 1-2881-18 （大分西高校近く） 

【定員】 ８０名（先着順）  最終締切：８月１５日（月） 

【体験料】 無料（気軽に参加して下さい） 

【持ち物】 タオル・テニスウェア・テニスシューズ 

無料貸出ラケットも準備しています。 

【申込みについて】 

中体連主催行事ではありあませんので個人単位

で申込書を送付してください。(教員の引率は不要) 

[参加者氏名],[性別],[学校名・学年],[連絡先]を

記載し、次のメールアドレス<20160821@opta.jp>

に送付・申し込みください。（FAX での送付も可） 

※ 体験会開催時の様子をスタッフが撮影することがあります、ご了承ください。 

 

＜問い合わせ＞ 大分県テニス協会 普及指導委員会 田崎  
          TEL/FAX ： ０５０－３４８８－２３５１ 

メールアドレス ： 20160821@opta.jp 
 
 
------------------------------ < き り と り せ ん > ------------------------------ 

 

■■■ 中学生テニス練習会 申込用紙 ■■■ 

（ふ り が な） 

参 加 者 氏 名 

                           男 

                           女 

学校名 

学年 

                 中学校 

              年生 

住   所 〒 

 

連絡先 

(電話) 

 

※いただいた個人情報はこの体験会の目的以外には使用 しません。 
※電子メールでの申込みは 20160821@opta.jp へ 上記と同じ内容を記入して送付してください。 

参加者募集中！ 



【主催】大分県テニス協会 普及指導委員会
【後援】大分県 、大分県教育委員会

【 会　場 】大分スポーツ公園 だいぎんテニスコート　（屋外・砂入り人工芝コート）

【 対　象 】 平成２８年度　幼稚園 年長　～　中学生　(平成１３年４月生まれ ～ 平成２３年３月生まれ)
・ 日本トップ選手を目指してみたい！テニスが大好き！とにかく外で遊びたい！という子供達を大歓迎します
・ 怪我、事故等が発生しないよう十分注意しておりますが、万一に備えて保護者の連絡先を登録して頂きます
・ テニスラケット、テニスシューズは各自にて準備してください　(新規購入の場合は紹介します)

【 日　時 】 土曜、日曜、祝祭日 （月４回＋１回"中止時振替分"）　AM ８：３０ ～ AM １０：００

【 日程(予定) 】  2016年４月期 ・・・・・  4/3、  4/9、  4/10、  4/23、 (4/24)
 2016年５月期 ・・・・・  5/1、  5/3、  5/14、  5/15、 (5/28)
 2016年６月期 ・・・・・  6/11、  6/12、  6/18、  6/25、 (6/26)
 2016年７月期 ・・・・・  7/3、  7/10、  7/17、  7/23、 (7/24)
2016年８月期 ・・・・・ 8/6、 8/7、 8/14、 8/21、 (8/27)
2016年９月期 ・・・・・ 8/28、 9/17、 9/18、 9/19、 (9/22)
2016年10月期 ・・・・・ 9/24、 10/1、 10/2、10/10、(10/23)
2016年11月期 ・・・・・11/12、11/13、11/19、11/20、(11/27)
2016年12月期 ・・・・・ 12/4、12/11、12/18、12/24、(12/25)
2017年１月期 ・・・・・ 1/7、 1/15、 1/21、 1/22、 (2/4)
2017年２月期 ・・・・・ 2/5、 2/11、 2/19、 2/25、 (2/26)
2017年３月期 ・・・・・ 3/4、 3/12、 3/18、 3/20、 (3/26)

【 参加費 】 ３，５００円/月期(保険料含む)、前納制　（兄弟姉妹で参加の場合、２人目以降の参加料は３，０００円/月期とします）

【 申込要領 】 １） ２０１６年度 受講生を対象とした無料体験レッスンを毎回レッスン日に開催しています！

２） 申込み先 ネット受付大分県テニス協会ホームページの（オンライン申込）より参加申込ができます。
大分県テニス協会で検索 または http://www.opta.jp/50guidance/OPTA-JS.html

ＦＡＸ ０５０－３４８８－２３５１ ※ レッスン中の画像(写真)を活動ブログにて紹介しています、ご了解ください。

３）参加料の集金について　（保険加入手続きの関係上、申込当日の保険は非適用となります）
参加する前月期終了までにスクール開催中の会場にて前納してください。

【 問合せ 】
※　留守番電話になった場合は折返し連絡しますので、氏名、電話番号、問い合わせ内容を残して下さい。

まずは気軽に体験レッスン(無料)に参加してみてください。運動のできる格好で8:30までに直接会場へお越しください。

ＯＰＴＡジュニアテニススクールについて　　　大分県テニス協会 普及指導委員会　田崎　０５０－３４８８－２３５１

・ ８：３０～ ウォーミングアップ開始、１０：００ 終了 (コート整備・清掃・片付け時間含む)

・ 月４回を基本とします、悪天候等で中止となった場合の振替として５回目を準備しています

・ 中止がなく月４回開催した場合、５回目は補講レッスンとして通常通り開催します

・ 月２回以上中止となった場合は、(中止回数)－(１回分)の参加料を返金します

大分県テニス協会(競技団体)が主催するテニス普及を目的としたジュニアスクールで
す。
錦織選手の活躍で大注目のテニスをやってみませんか？月４回(＋雨天保障１回)の
テニスを定期的にやることで運動習慣を身に付けてみてはいかがでしょうか？
普及目的のテニスレッスンなので始めたばかりの初心者でも安心して参加できます。
試合出場する選手だって楽しくステップアップできますよ。

目指せ！世界のテニス大会！
屋外でやるテニスで休日も元気にスタート！

2016年度 大分県テニス協会（ＯＰＴＡ）
ジュニアテニススクールのご案内

くわしくは大分県テニス協会
ホームページをご覧下さい。
⇒ http://opta.jp/

新規入会体験レッスン 開催中!!
無料レッスンです。まずは体験してみてね！

左記レッスン日の AM8:30～




