
１．【対象】 年長から中学2年生までの硬式テニスの初心者を対象とします。

２．【期日】

予定日別紙

３．【場所と時間】 秋田市営八橋テニスコート（砂入り人工芝コート）1番2番コート　１０時～１２時

４．【受講料】

土曜日コース日曜日コース各８,０００円

土日両方の場合、１５０００円

単発で受ける方は、１回　１０００円　当日、徴収します。

４．【受講料振り込み先】

秋田銀行　八橋支店　普通 ２３４９４４

秋田県テニス協会会長　　長井健

払い込み期限　６月末日

※子供さんの名前で振込みをお願いします。

　　尚、兄弟で参加の場合は事務処理上それぞれに分けて振り込みをお願いします。

５．【注意事項】

(1) ラケットとシューズは各自で準備願います。

（貸出ラケットあります。）

シューズは、スパイク等が付いていないものであれば、ＯＫです。

(2)

中止になった場合、予定している予備日に振り替えます。

(3)

(4)

(5)

(6)

　　秋田県テニス協会 TEL 018-863-2940

ata@akita-tennis.com

工藤　恵子 TEL 018-866-6761

（090-2607-3161）

又、飲み物や着替えは必ず準備し、夏場は出来るだけ帽子をかぶる事。

平成２９年度　ジュニアテニススクール八橋　１期　要項
秋田県テニス協会　

平成２９年５月２０日から１０月の土曜・日曜・祝日の指定日に１０回の実施を予定しています。

雨天は中止とします。中止の判断については、当日担当のコーチが現地にて

判断します。どしゃぶり以外は必ずコートへ集合して確認して下さい。

受講料には損害保険料が含まれます。但し、レッスン中の負傷等の補償に関しては、

主催者側加入の損害保険の範囲内とさせて頂きます。

服装は運動しやすい物を着用し、テニスシューズとラケットを各自持参して下さい。

開始１０分前には集合して、準備を手伝って下さい。

明らかにやる気の無いと認められる者やレッスンの妨げになる行為を行う者は、

レッスンの途中でも帰ってもらいます。又、場合によってはそれ以降の参加を

遠慮してもらう事があります。

＜問い合わせ先＞



八橋 月 日 曜日 回数 回数

1 ５月 20 土 1 1

2 3 土 2 2

3 4 日 1 3

4 10 土 3 4

5 11 日 2 5

6 24 土 4 6

7 25 日 3 7

8 8 土 5 8

9 9 日 4 9

10 15 土 6 10

11 22 土 7 11

12 23 日 5 12

29 土

30 日

13 ８月 19 土 8 13

14 20 日 6 14

15 16 土 9 15

16 18 月 7 16

23 土

18 30 土 10

19 1 日 8 18

20 22 日 9 19

21 28 土 予備

22 29 日 10 20

１０月

平成２９年度　ジュニア普及スクール日程表

八橋　１０時～１２時

６月

７月

小学生オープン

９月
テニスキッズ



H29ジュニア普及テニススクール（１期）参加者名簿

参加曜日（いずれかを選択すること）氏名 フリガナ 性別 学年

1 1 土日 石野　湧志 イシノ　ユウシ 男子 小３

2 2 土日 大泉　恒 オオイズミコウ 男子 小４

3 3 土日 柿田　力 カキタチカラ 男子 小５

4 4 土日 加藤　栞南 女子 小５

5 5 土日 金田　康希 カネダ　コウキ 男子 小５

6 6 土日 鎌田　志門 カマダ　シモン 男子 年長

7 7 土日 鎌田　理仁 カマダ　リヒト 男子 小３

8 8 土日 黒沢　稜平 クロサワ リョウヘイ 男子 小５

9 9 土日 佐藤　来海 サトウ　クルミ 女子 小６

10 10 土日 佐藤　大空 サトウ　タイラ 男子 小２

11 11 土日 須田　悠菜 シュカ　ユウナ 女子 小５

12 12 土日 須田　朱華 スダ　シュカ 女子 小４

13 13 土日 続橋　優斗 ツヅキハシ　ユウト 男子 小５

14 14 土日 続橋　悠真 ツヅキハシ　ユウマ 男子 年長

15 15 土日 永井　遥 ナガイ ヨウ 男子 小５

16 16 土日 中泉　悠 ナカイズミユウ 男子 小４

17 17 土日 長久保　凜子 ナガクボ　リコ 女子 小３

18 18 土日 那波　碧彩 ナバ アオサ 女子 小４

19 19 土日 能登谷　健星 ノトヤケンセイ 男子 小４

20 20 土日 能登谷　充星 ノトヤミセイ 男子 年長

21 21 土日 保坂　琉喜 ホサカリュウキ 男子 小５

22 1 単発 五十嵐　寛大 イガラシ 男子 小４

23 2 単発 石井　綾乃 イシイアヤノ 女子 小４

24 3 単発 奥山　果琳 オクヤマカリン 女子 小１

25 4 単発 加藤　彩花 カトウアヤカ 女子 小４

26 5 単発 加藤　亮 カトウリョウ 男子 小４

27 6 単発 佐々木　里琳 ササキ　リリン 女子 小５

28 7 単発 高橋　そら タカハシソラ 女子 小３

29 8 単発 原田　結衣 ハラタユイ 女子 小５

30 9 単発 堀井　舜平 ホリイ シュンペイ 男子 小３

31 10 単発 森下　和輝 モリシタカズキ 男子 小３

32 11 単発 渡部　雅悠 ワタナベ　マサハル 男子 小５

33 1 土曜 五十嵐　海惺 イガラシカイセン 男子 小４

34 2 土曜 金谷　陽菜乃 カネヤ　ヒナノ 女子 小３

35 3 土曜 金　聖那 コンセナ 女子 小３

36 4 土曜 高橋　向日葵 タカハシ ヒマワリ 女子 小３

37 5 土曜 田村　愛子 タムラアイコ 女子 小４

38 6 土曜 田村　咲 タムラサクラ 女子 年長

39 7 土曜 田村　有喜 タムラユキ 女子 小２

40 8 土曜 船木　彩智 フナキ　サチ 女子 小６

41 9 土曜 船木　香緒 フナキ　カオ 女子 小４

42 10 土曜 松田　泰聖 マツダタイセイ 男子 小２

43 11 土曜単発 伊藤　瞳 イトウ　ヒトミ 女子 中１

44 12 土曜単発 伊藤　希 イトウ　ノゾミ 女子 小３



45 1 日曜 奥山　大武 オクヤマヒロム 男子 小３

46 2 日曜単発 奥山　亮 オクヤマリョウ 男子 小３

47 3 日曜 加賀谷　美羽 カガヤミウ 女子 年長 ラケット

48 4 日曜 加賀谷　美緒 カガヤミオ 女子 小３ ラケット

49 5 日曜 柏谷　彩乃 カシワヤアヤノ 女子 小６

50 6 日曜 北原　格 キタハライタル 男子 小１ ラケット

51 7 日曜 北原　佑 キタハラタスク 男子 小３ ラケット

52 8 日曜 関根　歩夢 セキネアユム 男子 小４

53 9 日曜 田口　廣太郎 タグチコウタロウ 男子 小４

54 10 日曜 濱本　晃汰 ハマモト 男子 小５

55 11 日曜 原田　菜名 ハラタナナ 女子 小４

56 12 日曜 原田　陽菜 ハラタヒナ 女子 年長

57 13 日曜 水澤　弘樹 ミズサワ　コウキ 男子 小６

58 14 日曜 水澤　達也 ミズサワ　タツヤ 男子 小４

59 15 日曜 水澤　賢人 ミズサワ　ケント 男子 小１

60 16 日曜 湯瀬　茉莉惠 ユゼ　マリエ 女子 中１

61 17 日曜 我妻　和 ワガツマノドカ 女子 年長

62 ？ 宇佐美　海音 ウサミミオン 女子 小４

参加申し込みありがとうございます。

＊抜けている方、氏名の間違い等ありましたら、協会（863-2940）まで連絡お願いします。


