
※　4月3日（土）より募集開始です。

※　申込締切: 各開催日の５日前の１７時までとさせて頂きます。開催の有無は、各開催日の４日前に決定致します。

　　　イベントが開催できない場合は、こちらからご連絡させていただきます。

※　締切日後のキャンセルご返金は一切致しませんのでご了承願います。

※　記載の料金は、全て税込み料金になります。

※　ビジターの方のご参加は、表記の料金プラス１,１００円(税込)追加料金をいただきます。

※　特別プライベートレッスンは、プラス１名につき１,１００円（税込）追加料金をいただきます。(2名までとさせていただきます。)

全スクール生対象です。（ジュニアも含む）

武田

２ｈ　ユースクラス特別レッスン！

試合に勝てるよう練習しよう！

１７：００～１９：００

フォアハンドストローク

コーチ：池口・稲川・武田
(１３名からコーチ３人体制になります)

中級以上

スライスショット

武田 初級以上 ストロークのチャンスボール

池口

初中級以上

初級以上

初～中級 回転をかけたサーブ

武田 初級以上 サーブ強化練習

武田 Y2

参加費：４，４００円

シングルス練習

池口

ストロークとシングルスを主に練習します。

初級以上 チャンスボレー

参加費２，２００円

稲川

初中級以上 ボレー＆スマッシュ

初級以上 ポーチボレー

初～初中級 簡単！つながるボレー

ダブルスの動き方が分かります！

１３：００～１５：００　

初中級以上 平行陣の崩し方

１６:００～１７:００

参加費：８，８００円

池口 初中級以上 アプローチからのネットプレー

１ｈ　ピンポイントレッスン

１９：１０～２０：１０

５/４（火）
締切日：４/２９（木）

参加費２，２００円

募集人数：各６名　最少人数：各４名

５/５（水）
締切日：４/３０（金）

プライベートレッスン！プライベートレッスン！

１５：００～１６：００１５：００～１６：００ １６:００～１７:００

稲川・武田

参加費：８，８００円

１８：００～１９：００

インドア開催！
いつ来てもいつ帰ってもOK！！

募集人数：各６名　最少人数：各３名

１２：３０～１４：３０　

参加費：４，４００円

募集人数：６名　最少人数：３名

初中級以上

トップスピン強化

形式練習をたくさんやります！

募集人数：６名　最少人数：３名

全スクール生対象です。（ジュニアも含む）

１９：００～２１：００

参加費：４，４００円

コーチ：池口・武田

４/３０（金）

９：００～１１：００

参加費：４，４００円

４/２９（木）

２ｈ　テーマ別レッスン

１３：００～１５：００　

参加費：４，４００円 参加費：４，４００円

稲川コーチの２ｈ女子ダブルスレッスン

締切日：４/２４（土） 締切日：４/２５（日）

募集人数：６名　最少人数：３名

稲川コーチの２ｈテーマ別レッスン

力に頼らないテニスを目指しましょう！

３ｈ ハーフデイレッスン

ショット練習をたくさんやります！

９：００～１２：００

参加費：６，６００円

募集人数：各６名　最少人数：各３名

苦手なショットや新しいショットに挑戦しましょう

初中級以上

武田 初級以上 ストローク強化特訓

５/１（土） ５/２（日） ５/３（月）
２ｈ テーマ別レッスン

２ｈ　テーマ別レッスン

１３：００～１５：００　

参加費：４，４００円

募集人数：各６名　最少人数：各３名

募集人数：各６名　最少人数：各３名

苦手なショットや新しいショットに挑戦しましょう

締切日：４/２６（月）

２ｈ　ダブルスレッスン

締切日：４/２７（火） 締切日：４/２８（水）

９：００～１１：００

３ｈ　ハーフデイレッスン

形式練習をたくさんやります！

９：００～１２：００

苦手なショットや新しいショットに挑戦しましょう

参加費：４，４００円

９：００～１２：００

参加費：６，６００円

初中級以上

初中級以上

募集人数：６名　最少人数：３名

中級以上

前半ラリーをして後半たくさん試合します！

苦手なショットや新しいショットに挑戦しましょう

募集人数：各６名　最少人数：各３名

プライベートレッスン！

ラリー、形式練習、試合がたくさんできます！

2.5ｈ ラリー＆ゲーム

１４：００～１５：００ １５:００～１６:００１５：００～１６：００

平行陣練習

１４：００～１５：００

平行陣を崩すストローク

稲川

フォアハンドストローク強化特訓！

サーブリターン

池口 中級以上 ボレー強化練習

後藤 初中級以上 ストローク＆ボレー

参加費：８，８００円

全スクール生対象です。（ジュニアも含む）

募集人数：各６名　最少人数：各３名

初中級以上

１.５ｈ　カブクラス特別レッスン！

たくさん打って上達しよう！

１６：３０～１８：００

参加費：３，３００円

募集人数：各６名　最少人数：各３名

後藤・武田

２.５ｈ ラリー＆ゲーム

募集人数：各６名　最少人数：各４名

武田 初中級以上 サーブ＆ボレー

丹治 初級以上 スピンストローク

たくさん打って上達しよう！

１６：３０～１８：００

参加費：３，３００円

募集人数：各６名　最少人数：各３名

全スクール生対象です。（ジュニアも含む） 全スクール生対象です。（ジュニアも含む）

１ｈ　ピンポイントレッスン

1つのテーマを集中して練習できます！

プライベートレッスン！

１１：１０～１３：１０　

２ｈ　ダブルスレッスン

１５:００～１６:００

1つのテーマを集中して練習できます！

参加費：８，８００円

１.５ｈ　カブクラス特別レッスン！

稲川 C1 基本練習＆ラリー練習！

丹治

ラリー、試合がたくさんできます！

丹治

丹治 初中級以上 足元へのショット

参加費：５，０００円

募集人数：１８名　最少人数：７名

１６：３０～１９：００

C2 ラリー練習！

稲川 稲川・武田・丹治

参加費：８，８００円

稲川

募集人数：各６名　最少人数：各３名

参加費：４，４００円

募集人数：各６名　最少人数：各３名

池口 初中級以上 平行陣強化練習

稲川 中級以上 雁行陣強化練習

池口 初中級以上
中級以上

池口 中級以上 バックハンドストローク

後藤 初級以上
中級以上 攻撃的平行陣

武田

募集人数：６名　最少人数：３名

武田 初中級以上 スライスショット

武田 C3 ダブルスを練習しよう！

初中級以上

参加費：５，０００円

募集人数：１２名　最少人数：７名

ラリー、形式練習、試合がたくさんできます！

１８：３０～２１：００

稲川コーチの男子ダブルス練習会！

池口 C2 ラリーとゲームをたくさん練習

丹治 初中級以上

プライベートレッスン！ ２ｈ　テーマ別レッスン

武田

サーブリターンからの平行陣

打ち放題イベント!!
武田コーチの３ｈハーフデイレッスン

９：００～１６：００

募集人数：４０名（要予約）

初級～初中級

ダブルスの動き方が分かります！

１６：００～１８：００　

参加費：４，４００円

募集人数：各６名　最少人数：各３名

平行陣の基本

１１：１０～１３：１０　

参加費：４，４００円

ダブルスの動き方が分かります！

３ｈ　ハーフデイレッスン

ショット練習をたくさんやります！

ストロークの決め球池口

稲川

武田

丹治 初中級以上

フォアハンドストローク

バックハンドストローク

スライス＆ドロップ

稲川 初中級以上 バックハンドストローク

稲川

テニスやり放題！！
時間内なら何時間居てもOK!

参加費：６，６００円

初中級以上 雁行陣強化練習

９：００～１２：００

参加費：６，６００円

募集人数：６名　最少人数：３名

初級以上

雁行陣での点の取り方

武田コーチの２ｈテーマ別レッスン

苦手なショットや新しいショットに挑戦しましょう

池口

池口 初中級以上 レシーブ練習

稲川 中級以上 フォアハンドストローク

武田 初級以上 スライスサーブ

稲川

コーチとヒッティング出来る！

当日参加OK！！

（２面使用）

初中級以上 平行陣の立ち位置と動き方

武田

武田 初級以上 フォアハンドストローク

参加費：４,０００円
(当日申し込みの方は４,４００円

となります)

コーチ：稲川・武田
池口 中級以上 バックハンドボレー

ゴ ー ル デ ン ウ ィ ー ク 休 講 イ ベ ン ト

GWは楽しくテニス！

稲川

GWはルーデンスで

テニスをして

いい汗かきましょう！
武田

イベント初参戦です！

よろしく

お願い致します！
丹治

GWはルーデンスに帰ってきす！

楽しくテニスしましょう！

後藤
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