
時間 ｺｰﾄ番号 時間 ｺｰﾄ番号

9:00 №9 大森 №27 鈴木 №33 安藤 №41 鈴木 №43 鈴木 9:00 №58 安藤 №66 安藤 №71 安藤

｜ ｜

10:30 10:30

10:50 №10 大森 №28 鈴木 №34 安藤 №42 鈴木 №44 鈴木 10:50 №59 安藤 №67 安藤 №72 安藤

｜ ｜

12:20 12:20

№11 熊倉 №35 安藤 №46 大森 №52 川島 №60 川島 №73 鉄山

№1 熊倉 №12 大森 №20 熊倉 №29 鈴木 №36 鈴木 №45 鈴木 №47 川島 №53 大森 №61 大森 №68 森 №74 森

№2 熊谷 №13 熊谷 №21 熊谷 №37 川島 №48 川島 №54 川島 №62 川島 №75 鉄山

№3 川島 №14 川島 №22 川島 №30 大森 №38 安藤 №49 大森 №55 大森 №63 大森 №69 森 №76 森

№4 熊谷 №15 熊谷 №23 熊谷 №50 川島 №56 川島 №64 川島 №77 鉄山

№5 川島 №16 川島 №24 川島 №31 大森 №39 川島 №51 大森 №57 大森 №65 大森 №70 森 №78 森

№6 熊谷 №17 熊谷

№7 川島 №18 川島 №25 熊谷

№8 鈴木 №19 鈴木 №26 川島 №32 大森 №40 川島

8/12（日） 8/13（月） 8/14（火） 8/15（水） 8/18（土） 8/19（日）

2018年　夏季特別レッスン 　スケジュール
※8/16（木）・8/17（金）はレッスン開催なし

8/6（月） 8/7（火） 8/8（水） 8/9（木） 8/10（金） 8/11（土）

中級 初中級 中上級

8
ｺｰﾄ

8
ｺｰﾄ中級

8
ｺｰﾄ

8
ｺｰﾄ初中級 初中級 中級 初級 初中級

初中級 中級 中級

7
ｺｰﾄ中級

中上級 中上級 中級 中級

★小4-小6 初中級
｜ ｜

8
ｺｰﾄ

8
ｺｰﾄ15:00 中級 初中級

初中級 ★小4-小6 初級

★小1-小3 中級 ★小1-小3 初中級 初級

13:30 7
ｺｰﾄ

15:30

15:30 7
ｺｰﾄ

17:20 7
ｺｰﾄ★小1-小3

中上級 中級 中級 中上級 17:00

初中級 初級
｜

【表の見方】
｜

8
ｺｰﾄ

レッスン№ コーチ 8
ｺｰﾄ

初中級 中級 初中級 初中級 初中級

中級 中級 中上級 中上級 中級17:00 ★小4-小6 初級 初級 中級 中上級
レベル

17:20 7
ｺｰﾄ

19:50 7
ｺｰﾄ中級 中級 中上級

19:20

21:50 中上級 中級 中上級 中級 中上級

｜ ｜

8
ｺｰﾄ

8
ｺｰﾄ19:20 初中級 初中級 初中級 中級 中級

★・・・小学生のレッスン 中級 中上級 中級 中級

21:50 中級 中上級 中上級 中上級

時　間 90分レッスン

｜
7

ｺｰﾄ
受講料 \4,320　（税込）

初中級 中級 中級

19:50 6
ｺｰﾄ 中上級 初中級

初級 受講料 \5,400　（税込）

定　員 5名

コーチ紹介

時　間 120分レッスン
8

ｺｰﾄ

鈴木コーチ 熊倉コーチ 安藤コーチ 熊谷コーチ 川島コーチ 森コーチ 大森コーチ 鉄山コーチ

斜線は定員に達しているクラスになります。最新の空き状況は室内クラブハウス受付まで★ 

 レッスンは基本、ゲーム形式になります。 

 レッスン内容はコーチが参加者のレベルに合わせて 

 メニューを組みます。 

 全クラス定員5名の少人数レッスンとなります。 

 休講期間中にレベルアップしましょう！ 

 
  ※中学生・高校生は一般クラスを受講可能です 

      レベルチェックはコーチかフロントまでお尋ねください。  



夏季休講期間中に特別レッスンとプライベートレッスンを開講いたします。

夏の暑さに負けず、是非ご受講ください。　プレーしない期間が長いと再開した時に動けるか不安・・・

せっかく出来るようになったことが出来なくなっていないか不安・・・そんな思いを払拭する2週間にしましょう！

スクールを受講されていない方もご受講可能ですので、皆さまお誘いあわせの上、ご参加ください☆

夏季特別レッスンのご案内

問合せ先・・・神宮テニスクラブ室内受付　　☎03-3401-7818（9：00～20：00） 

 

   ◎ 夏季特別レッスン・夏季プライベートレッスン同時に申込み開始いたします 
 ● 申込方法 

 ＊お申込み開始日は、10：00～10：10の間にご来場された方を優先的にご案内いたします。 

  室内クラブハウス受付にて、ご希望のレッスン番号の欄にご記帳ください。 

 ＊複数名でお申込みの場合、代表の方が来場されても構いません。 

  フルネームとお電話番号をご記入していただきます。 

 ＊10：10の時点で定員を越えた場合、抽選とさせていただきます。 

 ＊10：10以降は先着順となります。 

 
 ● 注意事項 

 ＊ビジターの方のお申込みも可能です。 

  （特別レッスンの申込みレベルは自己申告制となります） 

   白を基調としたウエア、靴下、シューズのご着用をお願いいたします。 

   ウエアのレンタルは行なっておりません。当クラブウエアの規則をご確認ください。 

 ＊スクール受講生は、現在受講クラスのレベル以下のクラスのみお申し込み可能です。 

 ＊中学生・高校生は一般のクラスをご受講可能です。但し、レベルチェックが必要となり 

  ますのでコーチかフロントまでお尋ねください。 

 ＊レッスン番号の間違いには十分、ご注意ください。 

 ＊申込み後のキャンセル、変更は一切受け付けておりません。予めご了承ください。 

 

申込開始日・・・7月7日（土） 10：00よりスタート！  

※電話申込みは7月7日（土）14：00より開始 


