４/２９（金）

４/３０（土）

５/１（日）

５/２（月）

５/３（火）

５/４（水）

締切日４/２４（日）

締切日４/２５（月）

締切日４/２６（火）

締切日４/２７（水）

締切日４/２８（木）

締切日４/２９（金）

締切日４/３０（土）

３ｈ ハーフデイレッスン

３ｈ 武田・水島コーチの合同ハーフデイレッスン

３ｈ ハーフデイレッスン

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！

３ｈ ハーフデイレッスン

早朝ラリー

締め切り日４/27(水)

コーチも入りたくさんラリーーします！

ショット練習をたくさんやります！

形式練習をたくさんやります！

形式練習をたくさんやります！

９：００～１２：００

７：３０～８：３０
参加費：１，６００円
募集人数：１２名 最少人数：５名
レベル：初級以上
担当：武田

９：００～１２：００

９：００～１２：００

９：００～１２：００

９：００～１２：００

参加費：６，６００円
募集人数：各６名 最少人数：各３名

参加費：６，６００円
募集人数：１２名 最少人数：７名

参加費：６，６００円
募集人数：６名 最少人数：３名

参加費：６，６００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

丹治
池口

締め切り日４/28(木)

ショット練習をたくさんやります！

参加費：６，６００円

稲川

早朝ラリー

初中級以上
中級以上
初中級以上

滑るスライスショット

稲川

決めのボレー
基本と実戦

３ｈ 合同ハーフデイレッスン

１DAYレッスン

形式練習をたくさんやります！

午前は、テーマレッスン！午後は、たくさん試合をします！

２ｈ テーマ別レッスン

武田

９：００～１２：００

池口

稲川

１３：００～１５：００
参加費：４，４００円

参加費：６，６００円

武田

水島

募集人数：各６名 最少人数：各３名

募集人数：各１２名 最少人数：各７名

池口

中級以上

ストローク強化
（高い打点と低い打点）

初中級以上 バックハンドストローク強化

稲川・武田
池口・水島

サーブ＆リターン強化

レベル：初中級以上

平行陣を崩すストローク
(強いボールとショートクロス)

平行陣対雁行陣
(沈めるストロークとローボレー)

稲川

初中級以上

平行陣の配球練習

１６:３０～１７:３０

参加費：４，４００円
募集人数：各６名 最少人数：各３名

担当：稲川、池口

１８：３０～２０：３０
参加費：４，４００円

稲川
武田
水島
池口

募集人数：１２名 最少人数：３名

レベル：中級以上
池口・稲川 (７名からコーチ２名になります)

リターン練習
リターンからのゲーム形式

１３：００～１５：００

全スクール生対象です。（ジュニアも含む）

とことんラリーして、実践形式を練習します。

中級以上

積極的なボレーの戦術

ダブルスの動き方が分かります！

参加費：８，８００円

２ｈ ラリー＆ゲーム

初中級～中級

９：００～１２：００
１２：００～１３：００

テニスレッスン
お昼休憩

１３：００～１６：００

チーム戦

池口

初中級以上

初級～初中級

ストローク＆ボレー
(雁行陣対平行陣)

水島

初中級以上

つなぎのボレー＆決めのボレー

池口

初中級以上

ストローク＆ボレー基本特訓

平行陣を崩す
（角度をつけて相手を動かす
ストローク）

２ｈ ラリー＆ゲーム

２ｈ テーマ別レッスン

２ｈ ダブルスレッスン

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

ダブルスの動き方が分かります！

苦手なショットや新しいショットに挑戦しましょう

１３：００～１５：００

１３：００～１５：００

１３：００～１５：００

参加費：４，４００円

参加費：４，４００円

参加費：４，４００円

１３：００～１５：００
参加費：４，４００円

募集人数：１２名 最少人数：３名

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

募集人数：各６名 最少人数：各３名

レベル：中級以上

武田

稲川・武田 (7名からコーチ2名になります)

募集：２４名（初級以上） 最少：８名

テーマ：とことんラリー&平行陣練習

参加費：１３，２００円
※昼食付（お弁当、ドリンク付き)

水島

初級以上

初中級以上

ボレー強化
(高いボールと低いボール)

フォアハンドストローク強化

稲川
池口

中級以上

初中級以上

リターン＆ボレー

平行陣実践練習

武田

初中級以上

サーブ＆リターン強化

水島

初級以上

ストローク基本特訓

池口

初中級以上

バックボレー強化

カブクラス特別レッスン

カブクラス特別レッスン

カブクラス特別レッスン

１６：３０～１８：００

１６：３０～１８：００

１６：３０～１８：００

参加費：３，３００円
募集人数：６名 最少人数：３名
別途要項あります

参加費：３，３００円
募集人数：６名 最少人数：３名
別途要項あります

参加費：３，３００円
募集人数：６名 最少人数：３名
別途要項あります

全スクール生対象です。（ジュニアも含む）
担当：武田、水島、池口

稲川・武田チャレンジマッチ！

２ｈ シングルスレッスン

２ｈ ダブルスレッスン

２ｈ ダブルスレッスン

コーチペアとダブルスで勝負！

シングルスの練習をしましょう！

ダブルスの動き方が分かります！

ダブルスの動き方が分かります！

午前は、基本練習からテーマ練習
ゲーム形式まで行います。

プライベートレッスン！
１５：３０～１６：３０

１６:３０～１７:３０

参加費：８，８００円

中級以上

平行陣 大人なボレーの決め方

初級以上

雁行陣から平行陣 ポイントの取り方

初中級以上

平行陣 決めボレー

１８：３０～２０：３０

１８：３０～２０：３０

１８：３０～２０：３０

初中級以上

平行陣を崩すストローク＆ロブ

参加費：５，５００円

参加費：４，４００円

参加費：４，４００円

参加費：４，４００円

募集人数：８名 最少人数：４名

募集人数：６名 最少人数：３名

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

午後は、試合をたっぷり行います！

プライベートレッスン！
１５：３０～１６：３０

１６:３０～１７:３０

７名からコーチ２名
１３名からコーチ３名
１９名からコーチ４名

レベル：中上級以上
おひとり様から申し込み可能です。
６名～コート２面使用します。

参加費：８，８００円
全スクール生対象です。（ジュニアも含む）

テーマ：とことんラリー＆雁行陣強化

初中級以上

武田

（ポイントが取りやすい配球）

とことんラリーして、実践形式を練習します。

２ｈ ダブルスレッスン

プライベートレッスン！
１５：３０～１６：３０

初中級以上

※ 営業時間前のため、駐車場側のインドアCDの扉からお入りください。

サーブ＆リターン

苦手なショットや新しいショットに挑戦しましょう

稲川

５/５（木）

担当：池口、稲川、武田、水島

レベル：中級以上
担当： 武田

ウォーミングアップ後に、
２０分間のダブルスマッチを行います
※人数により試合方法は変更致します。

２ｈ テーマ別レッスン

テーマ：攻めと守り(配球とポジション)

１８：３０～２０：３０

稲川

中級以上

雁行陣強化
(攻撃的な戦術)

武田

初中級以上

平行陣強化
(雁行陣を崩す配球)

水島

初中級以上

平行陣の基礎
（ポジションと配球）

水島

初中級以上

雁行陣の基礎
（ラリーと前衛の動き方）

池口

中級以上

サービスダッシュに
挑戦

池口

中級以上

平行陣対雁行陣
強化練習

苦手なショットや新しいショットに挑戦しましょう
１８：００～２０：００

稲川流の
スライスショット、ボレーの戦術を
ぜひ、受けに来てください！！

参加費：４，４００円
募集人数：各６名 最少人数：各３名

稲川

中級以上

高い打点のストローク

武田

初中級以上

サーブ＆ボレー

水島

初中級以上

バックハンドストローク

池口

初中級以上

攻撃的リターン練習

稲川

GWはルーデンスでテニス！
チャレンジマッチ
挑戦待ってます！
武田

※ ４月４日（月）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。
早朝ラリーは各開催日の３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２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。

自慢のフットワークで
どんなボールでも取ります！！
皆様、よろしくお願い致します！

※ 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。
※ 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。)
※ インドアコート開催予定ですが、情勢により、アウトコート開催になる場合がございますのでご了承ください。

水島

GWはルーデンスで
テニスをして
いい汗かきましょう！
丹治

