
  ２０１７年 テニスフェスティバル in TOKYO 

【夏休み親子テニス教室】 

お子様（小学生）だけの参加も可 参加は無料です 

今年の夏は親子でテニスを初めてみませんか 優しいコーチが親切丁寧に指導いたします。 

 

●名 称：２０１７テニスフェスティバル in  TOKYO 親子テニス教室 

 

●主 催：東京都テニス事業協会／公益社団法人日本テニス事業協会 

 

●後 援：東京都テニス協会 

 

●協 賛：株式会社ダンロップスポーツ 

 

●開催日：開催日時は各会場で異なりますので、ご注意ください。  

① 平成２９年７月１日（土） 8:30～9:30   室内コート１面・貸しラケット 10本 

  南町田ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ  （田園都市線「南町田駅」下車 徒歩10分）   

   町田市南町田 3-23-11    電話 042-796-1168   ＦＡＸ042-796-5675 

② 平成２９年７月３０日（日） 12:00～13:30   室内コート 3面・貸しラケット 15本 

竹の塚インドアスポーツプラザ  （東武スカイツリーライン「竹の塚駅」下車 バス 10分） 

   足立区保木間 5-25-23    電話 03-3850-6530   ＦＡＸ 03-3850-2607 

③ 平成２９年８月３日（木） 14:00～15:20   アウトコート 2面・貸しラケット 16本 

  ﾃﾆｽｽｸｰﾙ東京グリーンヒルズ  （都営地下鉄浅草線「西馬込駅」下車 南口から徒歩 5 分）   

   大田区仲池上 1-9-10    電話 03-3755-3900   ＦＡＸ03-3755-3901 

④ 平成２９年８月８日（火） 12:45～13：45   アウトコート 3面・貸しラケット 15本 

セブンカルチャークラブ武蔵境  （中央線「武蔵境駅」下車 徒歩１分） 

   武蔵野市境南町2-3-6イトーヨーカドー武蔵境店西館5階 電話0422-31-4114 ＦＡＸ0422-31-4360 

⑤ 平成２９年８月１０日（木） 14:30～16:00   室内コート 2面・貸しラケット 20本 

  緑ヶ丘テニスガーデン  （京王線「仙川駅」下車 徒歩 12分） 

  三鷹市北野 4-5-38    電話 03-3307-2101   ＦＡＸ03-3307-2102 

  ⑥ 平成２９年８月１１日（金） 8:00～9:00／15:30～16:30  室内コート 2面／１面・貸しラケット 10本 

      ジュエインドアテニス＆ゴルフ  （横浜線・京王線「橋本駅」下車 北口からバス約 15分） 

   町田市小山町 747番地  電話 042-797-2849  ＦＡＸ042-797-4482 

⑦ 平成２９年８月１１日（金） 12:30～13:30   アウトコート 2面・貸しラケット 6本 

      レックテニススクール府中  （武蔵野線・南武線「府中本町駅」下車 徒歩 1分） 

     府中市本町 1-13-3 ふ・らり屋上    電話 042-333-0266   ＦＡＸ042-333-0337 

⑧ 平成２９年８月１２日（土） 10:00～12:00／13:00～15:00  室内コート 2面・貸しラケット 20本 

コートピア大泉テニスクラブ  （西武池袋線「大泉学園駅」下車 徒歩 15分） 

     練馬区大泉学園町 2-20-17    電話 03-3921-3233   ＦＡＸ03-3921-3208 

⑨ 平成２９年８月１３日（日） 14:30～15:30  アウトコート 2面・貸しラケット 18本 

      千歳テニスクラブ （小田急線「祖師谷大蔵駅」下車 徒歩 10分） 

   世田谷区千歳台 2-4-17     電話 03-3484-0482   ＦＡＸ03-3484-0721 

⑩ 平成２９年８月１４日（月） 13:00～14:30 アウトコート 2面・貸しラケット あり 

有明ジュニアテニスアカデミー（りんかい線「国際展示場」ゆりかもめ「有明テニスの森」徒歩 10分） 

  江東区有明 2-2-22    電話 03-3570-6161   ＦＡＸ03-3529-6060 

⑪ 平成２９年８月１４日（月） 13:00～15:00 室内コート 2面・貸ラケット 10本  

    インドアテニススクールスマッシュヒッツ蒲田（京浜東北線「蒲田駅」下車 南口から徒歩 3分） 

     大田区西蒲田 8-24-12蒲田イオンボール 2F   電話 03-3735-8465  ＦＡＸ03-3732-0064 

⑫ 平成２９年８月１５日（火） 15:00～16:00  室内コート 1～2面・貸しラケット 10本 

      ネオインドアﾃﾆｽスクール西新井 （東武スカイツリーライン「西新井駅」下車 西口から徒歩 8分） 

       足立区西新井本町 5-3-25    電話 03-3840-0600   ＦＡＸ03-3840-003 



⑬ 平成２９年８月１８日（金） 9:00～12:00  アウトコート 2面・貸しラケット 8本 

善福寺公園テニスクラブ  （西武新宿線「上石神井駅」 徒歩 10分） 

       練馬区関町南 1-4-48    電話 03-3929-2806   ＦＡＸ03-3929-2809 

⑭ 平成２９年８月２０日（日） 8:00～10:00  アウトコート 2面・貸しラケット 10本 

  ひまわりテニスクラブ  （京成線「京成高砂駅」下車 南口から徒歩 10分） 

         葛飾区細田 3-9-14    電話 03-3659-0842   ＦＡＸ03-3673-7554 

⑮ 平成２９年８月２０日（日） 13:00～15:00  室内コート 2面・貸しラケット 15本 

      明治神宮外苑テニスクラブ  （東京メトロ銀座線「外苑前駅」下車 徒歩 3分、都営大江戸線・東京

メトロ半蔵門線「青山一丁目駅」下車 徒歩 5分、JR中央・総武線「信濃町

駅」下車 徒歩 10分） 

         港区北青山 2-1-15   電話 03-3401-0389   ＦＡＸ03-3401-6109 

⑯ 平成２９年８月２７日（日） 9：00～10：00／10：30～11：30  アウトコート 3面・貸しラケット 20本 

ジップテニスアリーナ町田  （小田急線「鶴川駅」「柿生駅」下車 バス 10分） 

  町田市三輪町 22-1    電話 044-988-9311   ＦＡＸ044-988-9641 

 

●対 象：未経験並びに初心者の親子（お子様は小学生）おじいちゃん・おばあちゃんでもＯＫ！ 

●定 員：各会場にお問い合わせください（お子様だけの参加も可）  

●受講料：無 料 

●指 導：東京都テニス事業協会所属事業所コーチ         

●服 装：運動のできる服装、硬式ラケット（貸しラケット・シューズ等各会場にお問い合わせください）、タオル等  

●申込み：参加希望会場のテニスクラブ・スクールにて受付をいたします。 

     先着順ですので、電話で確認の上、ご来場またはＦＡＸでお申込みください。 

●天 候：室内コートは、雨天でも開催いたします。（アウトコートは、雨天中止になります。要電話確認） 

●駐車場：お車でのご来場は、各会場にお問い合わせください。 

●お願い：プレー中の傷害については応急の処置は致しますが、その後の責任は負いかねますのでご承知おき下さい 

 

     

 

 

２０１７テニスフェスティバル in TOKYO 親子テニス教室  申込用紙 

 

会場名 

 

 

子氏名  小学   年生  男・女 テニス歴 未経験  ・  ケ月 

子氏名       小学   年生  男・女 テニス歴 未経験  ・  ケ月 

住 所 

〒 

 

 

 

電 話   （    ）   

携 帯   （    ） 

保護者名  参加（年齢  才 ・ テニス歴 未経験  年  ケ月） ・ 不参加 

 


