
TIME

コート 左 右 左 右 左 右 料金（税込）

9:30 チケットなし

テーマ　　一面 85 8 3080/3300
ゲーム練習会　二面 85 10 3080/3300
中高生　テーマ（二面） 85 10 3080
小4-中　テーマ（二面） 85 10 3080

11:00 11:00-12：25（85分） 11:00-12：25（85分） 小4-中　テーマ（一面） 85 8 3080
ボレーの強化 平行陣のボレー 小1-6　テーマ（一面） 55 8 2200

初中級 中級 小1-6　親子でテニス(2コーチ） 55 16 2200
担当：田中　 担当：剛 4-7才　テーマ 45 5 2200
定員：8名 定員：8名

12:30

14:00 14:00-15：25（85分） 14:00-15：25（85分）
ストロークの強化 平行陣のボレー

はじめて 中級
担当：内田 担当：中村
定員：8名 定員：8名

15:30 15：40-16：25(45分） 15：40-16：25(45分） 15：30-16:30
　たくさん打とう　 　たくさん打とう　 レンタルコート（1ｈ）

4-7才　担当：内田 4-7才　担当：内田 1面
定員：5名 定員：5名 15：30-17:30 15：30-17:30

16:30 16：30-17：25(55分） 16：30-17：25(55分） レンタルコート（2ｈ） 16：30-17：25(55分） レンタルコート（2ｈ）
コーディネーション強化　 　ラリーとゲーム 1面 　ゲームをたくさんしよう 1面
小1-6　担当：中村 小1-6　担当：剛 小1-6　担当：剛

定員：8名　 定員：8名 定員：8名
17:30 17：30-18：55（85分）

ストロークの強化
小4-中

担当：内田　
定員：8名　

19:00

20:30

TIME

コート 左 右 左 右 左 右 左
8:00

9:30

11:00 11：00-12：25（85分） 11：00-12：25（85分）
ラリー＆ゲーム ラリー＆ゲーム

はじめて 上級
担当：剛 担当：木下
定員：8名 定員：8名

12:30

14:00 14:00-15：25（85分）
ラリー＆ゲーム

はじめて
15:00 担当：内田

定員：8名
15:30 15：40-16：25(45分）

いろいろチャレンジ

4-7才　担当：剛 16：00-17：25（85分）
定員：5名 サーブ＆リターン

16:30 16：30-17：25(55分） 小4-中　 16：30-17：25(55分） 16：00-17：30 16：30-17：25（55
小1-6：たくさん打とう 担当：木下 小1-6：たくさん打とう レンタルコート（1.5ｈ） 小1-6：たくさん打とう

担当：剛 担当：木下 1面 担当：内田
定員：8名 定員：8名 定員：8名 定員：8名

17:30 17：30-18：55 17：30-18：55
17：30-19：00 選手 選手

レンタルコート（1.5ｈ）
1面

担当：木下 自主練習
19:00 19：00-20：25（85分） 19：00-20：25（85分）

ラリー＆ボレー ラリー＆ゲーム
初級 上級

　　担当：梅村 担当：木下
定員：8名 定員：8名

20:30

（スクール生以外の方も）参加できます。

8月　バリューチケット　イベント日程表　【　ミナミ草津校　】

8/10（水） 8/11（木） 8/12（金）

9：30-10：55(85分） 9：30-10：55(85分） 9：30-10：55(85分）

※お子様のＶチケ1枚で親御様1名

 ★テーマ★　　　テーマに絞ったレッスン。
★ 親子でテニス★　前半は親と子と分かれて練習、

後半は親子ペアでゲームを楽しみましょう！

担当：中村 担当：田中　 担当：剛　
　定員：10名 定員：10名 　定員：10名　

女子ダブルスゲーム練習会 ゲーム練習会 ゲーム練習会
中級 　初中級　 初級

12：30-13：55(85分） 12：30-13：55(85分） 12：30-13：55(85分）
ゲーム練習会 ゲーム練習会 ゲーム練習会

11：00-12：30
レンタルコート（1.5ｈ）

1面

11:00-12：25（85分）
ゲーム練習会

中級
担当：米澤　
定員：10名

定員：10名 定員：10名 　定員：10名　
14:00-15：25（85分） 14:00-15：25（85分）

上級 上級 初中級
担当：中村　 担当：剛　 担当：剛　

担当：内田　 担当：剛　
　定員：10名　 　定員：10名　

ゲーム練習会 ゲーム練習会
初級 上級 45分、55分Ｊｒ　Ｖチケット　1枚＝30分/1面

ゲーム練習会 ゲーム練習会
初中級 中級

8/3（水）～

　定員：10名
19：00-20：25（85分） 19：00-20：25（85分）

15：30-19：00
レンタルコート（3.5ｈ）

1面

ゲーム中心の練習会。

　イベント内容【一般】
★ゲーム練習会★

小4-中 マッチ練習会
担当：内田　 剛

17：30-18：55（85分） 17：30-18：55
シングルスとダブルスのゲーム練習 選手・育成1

ゲーム練習会 ゲーム練習会
上級 上級 

担当：内田 担当：内田　

弱点克服、強みをさらに伸ばしましょう！
★ダブルスタイムマッチ★
ダブルスを時間でくぎり、いろいろな組み合わせ、

担当：内田 担当：内田　
定員：10名 定員：10名

20：30-21：55（85分） 20：30-21：55（85分）
イベントの内容やコーチが

変更になる場合がございます。

通常レッスンで練習していることを実践し
ゲームの中で課題を見つけましょう！
★テーマ★　　テーマに絞ったレッスン。

対戦を楽しみましょう！

ゲーム練習会 ゲーム練習会
上級 初中級

8/13（土） 8/14（日） 8/15（月）

8：00-9：25（85分） 8：00-9：25（85分）

定員：10名 定員：10名

初中級

9：30-10：55(85分） 9：30-10：55(85分） 9：30-10：55(85分）
ゲーム練習会 ゲーム練習会 ゲーム練習会

担当：剛 担当：剛
定員：10名 定員：10名

定員：10名 定員：10名 　定員：10名
11：00-12：25（85分） 11：00-12：25(85分）

初中級 初級 中級
担当：剛 担当：剛 担当：木下

担当：三元 担当：木下
定員：10名 　定員：10名 定員：10名

ゲーム練習会 ゲーム練習会
中級 上級

初級 中級 初中級
担当：三元 担当：木下 担当：木下

上級
担当：峯尾

12:30-13：55（85分） 12:30-13：55（85分） 12:30-13：55（85分）
ゲーム練習会 ゲーム練習会 ゲーム練習会

12:30-13：55（85分）
ゲーム練習会

担当：木下・剛　定員：子8名・親8名 上級

定員：10名 定員：10名 定員：10名
14：00-15：55（115分） 14：00-14：55(55分） 14：00-15：55（115分） 14:00-15：25（85分）

定員：10名

16：00-17：25（85分）
小学生シングルス練習会

担当：剛　定員：8名
※参加者が2名以上で開催

※前日の１３時時点で開催か中止を決定します
参加：小4-中Vチケ1枚or小1-6Vチケ1枚+880円

17：30-18：55（85分）

担当：フロント　定員：１0名
※参加者が4名以上で開催

※前日の１３時時点で開催か中止を決定します

担当：　剛
定員10名 イベント内容【ジュニア】

17：30-18：55
基礎練習 選手・育成1
中高生 マッチ練習会

担当：　剛

《　各イベント詳細　》

イベント名 時間 定員

レンタルコート
一般、85分Ｊｒ　Ｖチケット　1枚＝60分/1面

担当：内田

定員10名 担当：木下
19：00-20：25（85分）

19：00-20：30
レンタルコート(1.5h)

1面

ゲーム練習会
初中級

担当：峯尾
定員：10名

11：00-12：25(85分）
ゲーム練習会

中級
担当：田中

9：30-10：55(85分）
ゲーム練習会

《　備考　》

在籍レベルもしくは一つ下のレベルで
お申し込み下さい(振替と同様)

8/16（火）
右

バリューチケットまたは現金でのご予約

イベントの申し込みが、
前日の20：00までにない場合、

定員：10名

15：30-17：30
レンタルコート（2ｈ）

1面

定員：８名

19：00-20：30
レンタルコート(1.5h)

1面

20：30-21：55（85分）
ゲーム練習会

初級

17：30-18：55（85分）
エースを狙え

小4-中　
担当：内田

15：30-16：30
レンタルコート（1ｈ）

1面

そのイベントは中止とさせていただきます

11：00-12：30
レンタルコート(1.5h)

1面

定員：8名

平日昼のバリューチケットでの
土日ナイターイベントへの参加は、

200円の差額を頂戴します。

バリューチケット優先予約期間
7/20（水）～8/2（火）

ボレーの強化
中級

担当：田中
15：00-16：00

レンタルコート（1ｈ）
1面

担当：フロント　定員：１0名
※参加者が4名以上で開催。

※前日の１３時時点で開催か中止を決定します。

ダブルスタイムマッチ 親子でテニス（小1-6） ダブルスタイムマッチ
中級


