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14：00～16：00
コーチにチャレンジ！！

ラリー＆ゲーム
レベル：中級以上
牟禮・大原・松尾
池田・池谷・小松

１７：００～
振替レンタルコート

14：30～16：00
「シングルス実戦」

初中級　　中級　　上級
　小松　　飯野　　池谷

14：30～16：00
「シングルス実戦」

初中級　　中級　　上級
　池谷　　小松　　飯野

14：30～16：00
振替レンタルコート

16：00～

TU TOKYO CUP

男子フリー　シングルス

定員:12名
参加費:4000円

試合形式:3名1ｸﾞﾙｰﾌﾟ
によるリーグ戦後

順位別トーナメント
全試合ノーアド　6ｹﾞｰﾑ

先取

16：00～

TU TOKYO CUP

女子　シングルス
男子ビギナー　シングルス

定員：各6名
参加費:4,000円

試合形式:3名1ｸﾞﾙｰﾌﾟによる
リーグ戦後

順位別トーナメント
全試合ノーアド　6ｹﾞｰﾑ先取

16：00～
振替使用可能！！

リポビタンDキッズCUP
GW!ジュニアNo1

決定戦！
グリーンボールの部

定員:12名
参加費:3,500円

「試合形式」
3名1ｸﾞﾙｰﾌﾟによる

リーグ戦後
順位別トーナメント

全試合ノーアド
6ｹﾞｰﾑ先取

13：00～14：30
ダブルス実戦～並行陣編～
初・初中級　　中級　　上級
　小松　　　　池谷　　飯野

8：30～
【集合時間】
8：30集合
第４2回

リポビタンD
Club　Championship

フラワーカップ
トーナメント

（MIXダブルス）
【対象】

個人・法人会員の皆様
スクール生の皆様

【集合時間】
8：30集合

☆優勝賞品☆
最新ラケット
プレゼント

小雨決行
予備日無し

8：00～9：30
「フォアハンド集中強化レッスン」
初・初中級　　中級　　上級
　池田　　　　　西垣　　富田

8：00～9：30
「サーブ＆リターン強化レッスン」
初・初中級　　中級　　上級
　戸田　　　　　池田　　大原

8：00～16：00

１Dayキャンプ

中級以上

8：00～11：30
午前の部

11：30～13：00
昼休み＆フリータイム

13：00～16：00
午後の部

牟禮・松尾・富田

8：00～12：00

☆親子でテニス☆
定員:10家族（1家族4名まで）

※対象:幼稚園・小学生

料金:1家族8,000円
（1人増える毎に1,500円）

林・牟禮・大原・池谷
飯野・池田・富田・小松・中村

8：00～12：00

☆親子でテニス☆
定員:10家族（1家族4名まで）

※対象:幼稚園・小学生

料金:1家族8,000円
（1人増える毎に1,500円）

林・松尾・牟禮・大原・池谷
飯野・池田・小松・中村

16：00～
振替使用可能！！

リポビタンDキッズCUP
GW!ジュニアNo1

決定戦！
イエローボールの部

定員:12名
参加費:3,500円

「試合形式」
3名1ｸﾞﾙｰﾌﾟによる

リーグ戦後
順位別トーナメント

全試合ノーアド
6ｹﾞｰﾑ先取

9:00～10：00
振替レンタルコート

9：30～11：00
「バックハンド集中強化レッスン」
初・初中級　　中級　　上級
　富田　　　　池田　　西垣

9：30～11：00
「ネットプレー強化レッスン」
初・初中級　　中級　　上級
　大原　　　　　戸田　　池田

10：00～11：30
「フォアハンド強化レッスン」
初・初中級　　中級　　上級
　林　　　　　西垣　　　牟禮11:00～13：00

コーチにチャレンジ！！
ラリー＆ゲーム

レベル：初級・初中級
※ゲームはハンデ付きマッチ

西垣・富田・池田
飯野・池谷・小松

16：00～

TU TOKYO CUP

女子　ダブルス
男子ビギナーダブルス

定員:各6組
参加費:1ペア5,000円

試合形式:3組1ｸﾞﾙｰﾌﾟに
よるリーグ戦後

順位別トーナメント
全試合ノーアド
6ｹﾞｰﾑ先取

16：00～

TU TOKYO CUP

男子フリー　ダブルス

定員:12組
参加費:1ペア5,000円

試合形式:3組1ｸﾞﾙｰﾌﾟに
よるリーグ戦後

順位別トーナメント
全試合ノーアド
6ｹﾞｰﾑ先取

2022年GW特別レッスン
4/22（金）～受付開始！※コーチは変更になる場合もございます。

４月２９日(金) ４月３０日(土) ５月１日(日) ５月２日(月） ５月３日(火） ５月４日(水） ５月５日(木）

11:00～13：00
コーチにチャレンジ！！

ラリー＆ゲーム
レベル：中級以上
大原・戸田・池田
飯野・池谷・小松

11：30～13：00
「バックハンド強化レッスン」
初・初中級　　中級　　上級

　西垣　　　　牟禮　　林

13：00～14：30
ダブルス実戦～雁行陣編～
初・初中級　　中級　　上級
　小松　　　　池谷　　飯野

13：00～14：30
「ダブルス実戦」

初・初中級　　中級　　上級
　牟禮　　　　林　　　西垣

イベント予定

14：00～16：00
コーチにチャレンジ！！

ラリー＆ゲーム
※ゲームはハンデ付き
レベル：初級・初中級

牟禮・池田・飯野
池谷・富田・小松

振替可

振替可

振替可

振替可

振替可

振替可

振替可

振替可

振替可

振替可

振替可

振替可振替可



●お申込みは4/22（金）0時よりWEBシステム、8：30よりお電話にて承ります。 ●雨天中止の決定は３０分前に行います。

（※レンタルコート受付はフロントまたはお電話になります) ・メールアドレス登録済みの方は雨天中止の連絡が配信されます。

（※フラワーカップに関しては4/11(月)よりフロントまたは電話にて受け付けます。） ・メールアドレス未登録の方は大変お手数ですがお電話にてご確認下さい。

●振替差額などはWEBシステムでのご予約時にご確認下さい。 ●雨天模様ですがレッスンを行う場合、お客様自身が「雨天中止振替」を希望する事が可能です。

●クラス成立の可否は２日前午後５時に決定致します。 ・この選択できるシステムは、こちらの判断とさせて頂きます。

●キャンセルは３日前午後５時までにお願い致します。 メールアドレス未登録の方は大変お手数ですが、お電話にてご確認下さい。

　・それ以降のキャンセル、無断欠席は出席したものとみなし料金を頂きます。 ●雨天時はレッスン時間の２／３を行った場合、成立とさせて頂きます。

●コーチは決定した後での変更もありえますのでご了承下さい。 ●５月４，５日の一部イベントのLIVE配信をInstagramでさせていただきます。

●料金は全て税込表示となります。 ぜひフォローをお願いします→

●振替使用可レンタルコートは振替1つにつき３０分、お一人様2時間までお使いいただけます。

ー

《特別レッスン注意事項》

リポビタンD
キッズCUPシングルス
グリーンボールの部
イエローボールの部

3名1グループによるリーグ戦後、
順位別トーナメント

全試合ノーアド、6ゲーム先取
Jr初級3～JP 16:00 各12名 ¥3,500

TU　TOKYO　CUP
男子・女子ダブルス

3組1グループによるリーグ戦後、
順位別トーナメント

全試合ノーアド、6ゲーム先取

男女フリー
男子ビギナー

16:00
男子フリー：12組
男子ビギナー：6組

女子：6組
¥5,000

可

¥6,000

TU　TOKYO　CUP
男子・女子シングルス

3名1グループによるリーグ戦後、
順位別トーナメント

全試合ノーアド、6ゲーム先取

男女フリー
男子ビギナー

16:00
男子フリー：12名
男子ビギナー：6名

女子：6名
¥4,000

第42回リポビタンD
Club Championship
ﾌﾗﾜｰｶｯﾌﾟﾄｰﾅﾒﾝﾄ

MIXダブルス

3組1グループによるリーグ戦後、
順位別トーナメント

予選：ノーアド、6ゲーム先取
本戦：1セットマッチ・6-6タイブレーク

ノーアドバンテージ方式

オープン 8:30 12組 ー

ー

ー

試合
種目 試合形式 レベル 集合時間 定員 料金

コーチにチャレンジ！
ラリー＆ゲーム

ラリーしてからひたすらダブルスの試合をします。
コーチペアに勝利した方は景品あり！！

※初級・初中級のゲームにはハンデ有り

初級・初中級
or

中級以上
120分 各24名 ¥3,500

振替

ー

☆親子でテニス☆ コーチとラリーしたり、親子でラリーしたり、　最後は親子対抗　ミ
ニテニス大会とファミリーでGWの良い思い出作りを…♪♬♪

ー 240分
10家族(1家族4名まで）
※対象：幼稚園・小学生

1家族　￥8,000
(1人増える毎に￥1,500）

ー

1Dayキャンプ 基本から応用的な技術まで幅広く練習していきます。
１日みっちり練習を行い、レベルアップ目指して頑張りましょう！！

中級以上 24名 ¥13,500

可

シングルス実戦 ラリーを中心としたシングルスの
実戦形式の練習を行います。

初中級・中級・上級 90分 5名 ¥4,600 可

ダブルス実戦 レベル別に、ラリーを中心としたダブルスの
実戦形式の練習を行います。

初・初中級
中級・上級

90分 6名 ¥4,100

可

○○強化レッスン タイトルのショットをテーマに練習します。
初・初中級
中級・上級

90分 6名 ¥4,100 可

○○集中強化レッスン タイトルのショットを集中的に練習します。
初・初中級
中級・上級

90分 6名 ¥4,100

レッスン

プログラム詳細
テーマ 内容 レベル 時間 定員 料金 振替


