
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 12 月 27 日(月)から 2022 年 1 月 4 日(火)まではスクールの期外となります。 

期間中もテニスをお楽しみいただけるようイベントや特練を用意しましたので是非ご参加ください！ 

プレしごき隊 

12 月 27 日(月) 10:40～11:40 鎌ヶ谷 本気のしごかれ隊 中本 1,760円 (1,980 円) 

12 月 27 日(月) 10:40～11:40 鎌ヶ谷 打込練 横川 振替枠1つまたは 1,760円 (1,980円) 

12 月 27 日(月) 11:40～13:10 鎌ヶ谷 ダブルス 磐長谷 振替枠１つ＋300円または2,420円 (2,640円) 

12 月 28 日(火) 11:30～13:30 鎌ヶ谷 打ち納め 中本・磐長谷 1,980円 (2,200 円) 

12 月 28 日(火) 12:30～13:30 鎌ヶ谷 本気のしごかれ隊 大沼 1,760円 (1,980 円) 

12 月 29 日(水) 11:00～12:30 船橋  シングルス 横川 振替枠１つ＋300円または2,420円 (2,640円) 

12 月 29 日(水) 13:30～15:00 鎌ヶ谷 ダブルス 齋藤 振替枠１つ＋300円または 2,420円 (2,640 円) 

12 月 30 日(木)  9:00～10:00 鎌ヶ谷 打込練 大沼 振替枠1つまたは 1,760円 (1,980円) 

12 月 30 日(木) 11:00～12:30 鎌ヶ谷 シングルス 中本 振替枠１つ＋300円または2,420円 (2,640円) 

12 月 30 日(木) 16:00～17:00 鎌ヶ谷 サーブ練 中本 1,760円 (1,980円) 

12 月 31 日(金) 15:00～16:00 船橋  本気のしごかれ隊 中本 1,760円 (1,980 円) 

1 月 3 日 (月)  9:00～11:00 鎌ヶ谷 初打ち 齋藤 1,980円 (2,200円) 

1 月 3 日 (月) 11:10～12:10 鎌ヶ谷 打込練 齋藤 振替枠1つまたは 1,760円 (1,980円) 

しごき隊・ＳＳ隊 

12 月 27 日(月)  9:00～10:30 鎌ヶ谷 ダブルス 中本 振替枠１つまたは 2,420円 (2,640円) 

12 月 27 日(月) 10:40～11:40 鎌ヶ谷 本気のしごかれ隊 中本 1,760円 (1,980 円) 

12 月 27 日(月) 10:40～11:40 鎌ヶ谷 打込練 横川 振替枠1つまたは 1,760円 (1,980円) 

12 月 27 日(月) 12:30～14:00 船橋  シングルス とも 振替枠１つまたは 2,420円 (2,640円) 

12 月 28 日(火) 12:30～13:30 鎌ヶ谷 本気のしごかれ隊 大沼 1,760円 (1,980 円) 

12 月 28 日(火) 13:00～14:30 船橋  ダブルス 横川 振替枠１つまたは 2,420円 (2,640円) 

12 月 28 日(火) 15:30～17:00 鎌ヶ谷 シングルス 大沼 振替枠１つまたは 2,420円 (2,640円) 

12 月 29 日(水)  9:00～10:30 鎌ヶ谷 ダブルス とも 振替枠１つまたは 2,420円 (2,640円) 

12 月 30 日(木)  9:00～10:00 鎌ヶ谷 打込練 大沼 振替枠1つまたは 1,760円 (1,980円) 

12 月 30 日(木)  9:20～10:50 鎌ヶ谷 シングルス 中本 振替枠１つまたは 2,420円 (2,640円) 

12 月 30 日(木) 13:00～15:00 鎌ヶ谷 打ち納め 中本・大沼 1,980円 (2,200円) 

12 月 30 日(木) 16:00～17:00 鎌ヶ谷 サーブ練 中本 1,760円 (1,980円) 

12 月 31 日(金) 15:00～16:00 船橋  本気のしごかれ隊 中本 1,760円 (1,980 円) 

1 月 3 日 (月) 11:00～12:30 鎌ヶ谷 ダブルス とも 振替枠１つまたは 2,420円 (2,640円) 

2021-22 年末年始(しごき) 
イベント・特練のご案内 

～ 打ちおさめ・初打ち ～ 



 

しごき隊・ＳＳ隊 (つづき) 

1 月 3 日 (月) 11:10～12:10 鎌ヶ谷 打込練 齋藤 振替枠1つまたは 1,760円 (1,980円) 

1 月 4 日 (火)  9:00～11:00 船橋  初打ち 大沼 1,980円 (2,200円) 

注意事項など 

⚫ 料金はすべて税込です。 

⚫ 振替枠を金券としてご利用いただけます。 

⚫ ( )内の金額は 12 月期・1 月期在籍者以外の方(休会、退会、ビジター)の料金です。 

⚫ 本気のしごかれ隊は体力に自信のない方のご参加はお控えください。 

予約方法 

サービスエースからお申し込みください。 

⚫ シングルス ・ ダブルスは「振替予約(差額が発生するレッスンがあります)」または「追加レッスン予約」から 

⚫ その他は「特別レッスン・試合・イベント」から 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

初日の出とともにテニスをしよう♪ダブルスのできる方ならどなたでも参加できます！ 

小・中学生のご参加は大人同伴でお願いします。 

【日時】 2022 年 1 月 1 日(土) 6 時 30 分頃から 11 時 00 分頃まで 

【会場】 オールサムズ船橋 

【参加費】 2,200 円(税込) 

【予約方法】 サービスエースの「特別レッスン・試合・イベント」よりお申し込みください。  

初日の出テニス！！！ 

2022年もやります！ 


