
地区 都道府県 団体名 担当者 会場会場会場会場 日時日時日時 内容

1
北海道

北海道 ＫＧセントラルフィットネスクラブ山鼻店 蛯名　聡司 KGセントラルフィットネスクラブ山鼻KGセントラルフィットネスクラブ山鼻KGセントラルフィットネスクラブ山鼻KGセントラルフィットネスクラブ山鼻 2/10(木）～2/20（日）2/10(木）～2/20（日）2/10(木）～2/20（日） レンタルコート無料(10日）

KGセントラルスカッシュトーナメント(19・20日）

北海道

〒062-0922〒062-0922〒062-0922

レンタルコート無料(10日）

KGセントラルスカッシュトーナメント(19・20日）

北海道

北海道札幌市中央区南22条西12-1-1北海道札幌市中央区南22条西12-1-1北海道札幌市中央区南22条西12-1-1北海道札幌市中央区南22条西12-1-1

レンタルコート無料(10日）

KGセントラルスカッシュトーナメント(19・20日）

北海道

プロム山鼻プロム山鼻プロム山鼻

レンタルコート無料(10日）

KGセントラルスカッシュトーナメント(19・20日）

北海道

TEL：011-512-2220011-512-2220011-512-2220

レンタルコート無料(10日）

KGセントラルスカッシュトーナメント(19・20日）

2

北海道

北海道 エスキューブ札幌 杉澤 エスキューブ札幌エスキューブ札幌エスキューブ札幌エスキューブ札幌 2/11(金） フリーヒッティングデー

ヒッティングパートナー料金が無料になります。

ビジターは入館料\525かかります。

北海道

〒064-0806〒064-0806〒064-0806

フリーヒッティングデー

ヒッティングパートナー料金が無料になります。

ビジターは入館料\525かかります。

北海道

札幌市中央区南６条西１５丁目1-38札幌市中央区南６条西１５丁目1-38札幌市中央区南６条西１５丁目1-38札幌市中央区南６条西１５丁目1-38

フリーヒッティングデー

ヒッティングパートナー料金が無料になります。

ビジターは入館料\525かかります。

北海道

TEL:011-513-1565TEL:011-513-1565TEL:011-513-1565TEL:011-513-1565

フリーヒッティングデー

ヒッティングパートナー料金が無料になります。

ビジターは入館料\525かかります。

3
東北

岩手 財団法人 金ヶ崎町生涯スポーツ事業団 佐藤　龍史 森山総合公園生涯スポーツセンター森山総合公園生涯スポーツセンター森山総合公園生涯スポーツセンター森山総合公園生涯スポーツセンター 2/5(土）～2/12(土）2/5(土）～2/12(土）2/5(土）～2/12(土） <森山スカッシュウィーク＞

・無料スカッシュ体験教室（初心者～初級者）

・無料特別ヒッティングパートナー（中級者～上級者）

レッスン量・コート使用料無料

＜森山スカッシュデー＞

森山ＣＵＰ第３回スカッシュ団体戦

東北

〒029-4503〒029-4503〒029-4503

<森山スカッシュウィーク＞

・無料スカッシュ体験教室（初心者～初級者）

・無料特別ヒッティングパートナー（中級者～上級者）

レッスン量・コート使用料無料

＜森山スカッシュデー＞

森山ＣＵＰ第３回スカッシュ団体戦

東北

岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根森山岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根森山岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根森山岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根森山

<森山スカッシュウィーク＞

・無料スカッシュ体験教室（初心者～初級者）

・無料特別ヒッティングパートナー（中級者～上級者）

レッスン量・コート使用料無料

＜森山スカッシュデー＞

森山ＣＵＰ第３回スカッシュ団体戦

東北

31-231-2

<森山スカッシュウィーク＞

・無料スカッシュ体験教室（初心者～初級者）

・無料特別ヒッティングパートナー（中級者～上級者）

レッスン量・コート使用料無料

＜森山スカッシュデー＞

森山ＣＵＰ第３回スカッシュ団体戦

東北

TEL：0197-44-56000197-44-56000197-44-5600 2/19(土）～20(日）2/19(土）～20(日）2/19(土）～20(日）

<森山スカッシュウィーク＞

・無料スカッシュ体験教室（初心者～初級者）

・無料特別ヒッティングパートナー（中級者～上級者）

レッスン量・コート使用料無料

＜森山スカッシュデー＞

森山ＣＵＰ第３回スカッシュ団体戦

東北

FAX：0197-44-56020197-44-56020197-44-5602

<森山スカッシュウィーク＞

・無料スカッシュ体験教室（初心者～初級者）

・無料特別ヒッティングパートナー（中級者～上級者）

レッスン量・コート使用料無料

＜森山スカッシュデー＞

森山ＣＵＰ第３回スカッシュ団体戦

4

東北

岩手 セントラルフィットネスクラブ盛岡 遠藤　智生 セントラルフィットネスクラブ盛岡セントラルフィットネスクラブ盛岡セントラルフィットネスクラブ盛岡セントラルフィットネスクラブ盛岡 2/17(木）～2/22(火）2/17(木）～2/22(火）2/17(木）～2/22(火） レンタルコート無料

レンタルグッズ無料

東北

〒020-0034〒020-0034〒020-0034

レンタルコート無料

レンタルグッズ無料

東北

岩手県盛岡市盛岡駅前通り15-20　岩手県盛岡市盛岡駅前通り15-20　岩手県盛岡市盛岡駅前通り15-20　岩手県盛岡市盛岡駅前通り15-20　

レンタルコート無料

レンタルグッズ無料

東北

ニッセイ盛岡ビル201ニッセイ盛岡ビル201ニッセイ盛岡ビル201ニッセイ盛岡ビル201

レンタルコート無料

レンタルグッズ無料

東北

TEL：019-653-9011019-653-9011019-653-9011

レンタルコート無料

レンタルグッズ無料

5

東北

宮城 セントラルフィットネスクラブ仙台 杉中　美穂 セントラルフィットネスクラブ仙台セントラルフィットネスクラブ仙台セントラルフィットネスクラブ仙台セントラルフィットネスクラブ仙台 2/10（木）～2/20（日）2/10（木）～2/20（日）2/10（木）～2/20（日） レンタルグッズ無料

東北

相澤　光俊 〒980-6001〒980-6001〒980-6001

レンタルグッズ無料

東北

宮城県仙台市青葉区中央4-6-1宮城県仙台市青葉区中央4-6-1宮城県仙台市青葉区中央4-6-1宮城県仙台市青葉区中央4-6-1

レンタルグッズ無料

東北

SS30ビルSS30ビルSS30ビル

レンタルグッズ無料

東北

TEL：022-266-8855022-266-8855022-266-8855

レンタルグッズ無料

6

東北

宮城 セントラルウェルネスクラブ北仙台 福井　貴紀 セントラルウェルネスクラブ北仙台セントラルウェルネスクラブ北仙台セントラルウェルネスクラブ北仙台セントラルウェルネスクラブ北仙台 2/8（火）～2/20(日）2/8（火）～2/20(日）2/8（火）～2/20(日） レンタルコート無料、ＳＱへのコメント（レッスン参加者に）

ラケット・アイガード・ボール無料レンタル

東北

〒981-0931〒981-0931〒981-0931

レンタルコート無料、ＳＱへのコメント（レッスン参加者に）

ラケット・アイガード・ボール無料レンタル

東北

宮城県仙台市青葉区昭和町1-37宮城県仙台市青葉区昭和町1-37宮城県仙台市青葉区昭和町1-37宮城県仙台市青葉区昭和町1-37

レンタルコート無料、ＳＱへのコメント（レッスン参加者に）

ラケット・アイガード・ボール無料レンタル

東北

TEL：022-275-8411022-275-8411022-275-8411

レンタルコート無料、ＳＱへのコメント（レッスン参加者に）

ラケット・アイガード・ボール無料レンタル

7

東北

山形 セントラルフィットネスクラブ東根 阿部　昭 セントラルフィットネスクラブ東根セントラルフィットネスクラブ東根セントラルフィットネスクラブ東根セントラルフィットネスクラブ東根 2/7（月）～2/13（日）2/7（月）～2/13（日）2/7（月）～2/13（日） レンタル無料

東北

牧　純一 〒999-3711〒999-3711〒999-3711

レンタル無料

東北

山形県東根市中央1-13-1山形県東根市中央1-13-1山形県東根市中央1-13-1山形県東根市中央1-13-1

レンタル無料

東北

TEL：0237-42-55550237-42-55550237-42-5555

レンタル無料

8

東北

福島 セントラルフィットネスクラブ郡山 菅澤 セントラルフィットネスクラブ郡山セントラルフィットネスクラブ郡山セントラルフィットネスクラブ郡山セントラルフィットネスクラブ郡山 2/13(日）～2/19（土）2/13(日）～2/19（土）2/13(日）～2/19（土） ストラックアウト（13日）

クラブ内大会(19日）

東北

熊木 〒963-8004〒963-8004〒963-8004

ストラックアウト（13日）

クラブ内大会(19日）

東北

福島県郡山市中町12-2福島県郡山市中町12-2福島県郡山市中町12-2福島県郡山市中町12-2

ストラックアウト（13日）

クラブ内大会(19日）

東北

ホテルプリシード郡山3Fホテルプリシード郡山3Fホテルプリシード郡山3Fホテルプリシード郡山3F

ストラックアウト（13日）

クラブ内大会(19日）

東北

TEL：024-921-3111024-921-3111024-921-3111

ストラックアウト（13日）

クラブ内大会(19日）

9

東北

新潟 セントラルフィットネスクラブNEXT21 天川 セントラルフィットネスクラブNEXT21セントラルフィットネスクラブNEXT21セントラルフィットネスクラブNEXT21セントラルフィットネスクラブNEXT21 2/14(月）～2/20(月）2/14(月）～2/20(月）2/14(月）～2/20(月） スカッシュ１００本ラリー

スタッフとラリーを落とさず１００本続けたら商品ＧＥＴ

東北

〒951-8061〒951-8061〒951-8061

スカッシュ１００本ラリー

スタッフとラリーを落とさず１００本続けたら商品ＧＥＴ

東北

新潟県新潟市西堀通6-866　NEXT21新潟県新潟市西堀通6-866　NEXT21新潟県新潟市西堀通6-866　NEXT21新潟県新潟市西堀通6-866　NEXT21

スカッシュ１００本ラリー

スタッフとラリーを落とさず１００本続けたら商品ＧＥＴ

東北

TEL：025-226-5151025-226-5151025-226-5151

スカッシュ１００本ラリー

スタッフとラリーを落とさず１００本続けたら商品ＧＥＴ

10
関東

東京 セントラルフィットネスクラブ西台 四家　康弘 セントラルフィットネスクラブ西台店セントラルフィットネスクラブ西台店セントラルフィットネスクラブ西台店セントラルフィットネスクラブ西台店 2/14(月）～2/20（日）2/14(月）～2/20（日）2/14(月）～2/20（日） ラケット・アイガード・ボール無料レンタル

〒174-0046〒174-0046〒174-0046

ラケット・アイガード・ボール無料レンタル

東京都板橋区蓮根3-7-10東京都板橋区蓮根3-7-10東京都板橋区蓮根3-7-10東京都板橋区蓮根3-7-10

ラケット・アイガード・ボール無料レンタル

TEL：03-5392-454503-5392-454503-5392-4545

ラケット・アイガード・ボール無料レンタル

11 東京 トーアセントラルフィットネスクラブ阿佐ヶ谷 トーアセントラルフィットネスクラブ阿佐ヶ谷トーアセントラルフィットネスクラブ阿佐ヶ谷トーアセントラルフィットネスクラブ阿佐ヶ谷トーアセントラルフィットネスクラブ阿佐ヶ谷 期間中\1,200-で施設及び、コート利用が出来ます。

〒166-0001〒166-0001〒166-0001

期間中\1,200-で施設及び、コート利用が出来ます。

東京都杉並区阿佐ヶ谷北2-12-2東京都杉並区阿佐ヶ谷北2-12-2東京都杉並区阿佐ヶ谷北2-12-2東京都杉並区阿佐ヶ谷北2-12-2

期間中\1,200-で施設及び、コート利用が出来ます。

TEL：03-3338-633603-3338-633603-3338-6336

期間中\1,200-で施設及び、コート利用が出来ます。

12 東京 セントラルフィットネスクラブ南大泉 廣谷　公一 セントラルフィットネスクラブ南大泉セントラルフィットネスクラブ南大泉セントラルフィットネスクラブ南大泉セントラルフィットネスクラブ南大泉 2/13(日）～2/19(土）2/13(日）～2/19(土）2/13(日）～2/19(土） スカッシュスクール無料体験

スカッシュラケット・ボール無料レンタル
白井 〒178-0064〒178-0064〒178-0064

スカッシュスクール無料体験

スカッシュラケット・ボール無料レンタル

東京都練馬区南大泉3-27東京都練馬区南大泉3-27東京都練馬区南大泉3-27東京都練馬区南大泉3-27

スカッシュスクール無料体験

スカッシュラケット・ボール無料レンタル

TEL：03-3978-220003-3978-220003-3978-2200

スカッシュスクール無料体験

スカッシュラケット・ボール無料レンタル

13 東京 セントラルフィットネスクラブ用賀 大原 セントラルフィットネスクラブ用賀セントラルフィットネスクラブ用賀セントラルフィットネスクラブ用賀セントラルフィットネスクラブ用賀 2/6（日）～2/12（土）2/6（日）～2/12（土）2/6（日）～2/12（土） 2月10日無料体験レッスン実施

スカッシュ用品10%ＯＦＦ
〒158-0097〒158-0097〒158-0097

2月10日無料体験レッスン実施

スカッシュ用品10%ＯＦＦ

東京都世田谷区用賀2-41-11東京都世田谷区用賀2-41-11東京都世田谷区用賀2-41-11東京都世田谷区用賀2-41-11

2月10日無料体験レッスン実施

スカッシュ用品10%ＯＦＦ

平成ビル用賀3F平成ビル用賀3F平成ビル用賀3F平成ビル用賀3F

2月10日無料体験レッスン実施

スカッシュ用品10%ＯＦＦ

TEL：03-3700-611603-3700-611603-3700-6116

2月10日無料体験レッスン実施

スカッシュ用品10%ＯＦＦ

14 東京 セントラルフィットネスクラブ自由が丘 飯田　周平 セントラルフィットネスクラブ自由が丘セントラルフィットネスクラブ自由が丘セントラルフィットネスクラブ自由が丘セントラルフィットネスクラブ自由が丘 2/6(日）～2/13(日）2/6(日）～2/13(日）2/6(日）～2/13(日） スカッシュ用品10%ＯＦＦ

2月11日無料体験レッスン実施中
〒152-0031〒152-0031〒152-0031

スカッシュ用品10%ＯＦＦ

2月11日無料体験レッスン実施中

東京都目黒区中根1-14-17東京都目黒区中根1-14-17東京都目黒区中根1-14-17東京都目黒区中根1-14-17

スカッシュ用品10%ＯＦＦ

2月11日無料体験レッスン実施中

TEL：03-5729-055003-5729-055003-5729-0550

スカッシュ用品10%ＯＦＦ

2月11日無料体験レッスン実施中

15 東京 セントラルフィットネスクラブ錦糸町 大村 セントラルフィットネスクラブ錦糸町セントラルフィットネスクラブ錦糸町セントラルフィットネスクラブ錦糸町セントラルフィットネスクラブ錦糸町 2/7(月）～2/20(日）2/7(月）～2/20(日）2/7(月）～2/20(日） 通常ボールレンタルは実施していないが、期間中は、ボール

レンタルを無料で実施
〒130-0022〒130-0022〒130-0022

通常ボールレンタルは実施していないが、期間中は、ボール

レンタルを無料で実施

東京都墨田区江東橋4-31-1東京都墨田区江東橋4-31-1東京都墨田区江東橋4-31-1東京都墨田区江東橋4-31-1

通常ボールレンタルは実施していないが、期間中は、ボール

レンタルを無料で実施

TEL：03-5600-000703-5600-000703-5600-0007

通常ボールレンタルは実施していないが、期間中は、ボール

レンタルを無料で実施

16 東京 セントラルフィットネスクラブ青砥 成田 セントラルフィットネスクラブ青砥セントラルフィットネスクラブ青砥セントラルフィットネスクラブ青砥セントラルフィットネスクラブ青砥 2/5（土）～2/13(日）2/5（土）～2/13(日）2/5（土）～2/13(日） 無料体験会

〒124-0012〒124-0012〒124-0012

無料体験会

東京都葛飾区立石6-39-8　東京都葛飾区立石6-39-8　東京都葛飾区立石6-39-8　東京都葛飾区立石6-39-8　

無料体験会

TEL：03-3838-078103-3838-078103-3838-0781

無料体験会

17 東京 ジェクサー・フィットネスクラブ赤羽 小川博睦 ジェクサー・フィットネスクラブ赤羽ジェクサー・フィットネスクラブ赤羽ジェクサー・フィットネスクラブ赤羽ジェクサー・フィットネスクラブ赤羽 2/6（日）～2/13（日）2/6（日）～2/13（日）2/6（日）～2/13（日） ①enjoyスカッシュ：スカッシュウイーク期間中に初めてのお客様に楽しん

でいただけるようスカッシュレッスンを体験していただく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②2月13日（日）ジェクサーカップ：　大会をメインとし、多くのお客様に楽

しんでいただけるようゲームレッスンも行っていきます。

〒115-0044〒115-0044〒115-0044

①enjoyスカッシュ：スカッシュウイーク期間中に初めてのお客様に楽しん

でいただけるようスカッシュレッスンを体験していただく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②2月13日（日）ジェクサーカップ：　大会をメインとし、多くのお客様に楽

しんでいただけるようゲームレッスンも行っていきます。
東京都北区赤羽南2-9-47東京都北区赤羽南2-9-47東京都北区赤羽南2-9-47東京都北区赤羽南2-9-47

①enjoyスカッシュ：スカッシュウイーク期間中に初めてのお客様に楽しん

でいただけるようスカッシュレッスンを体験していただく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②2月13日（日）ジェクサーカップ：　大会をメインとし、多くのお客様に楽

しんでいただけるようゲームレッスンも行っていきます。
TEL：03-3598-887103-3598-887103-3598-8871

①enjoyスカッシュ：スカッシュウイーク期間中に初めてのお客様に楽しん

でいただけるようスカッシュレッスンを体験していただく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②2月13日（日）ジェクサーカップ：　大会をメインとし、多くのお客様に楽

しんでいただけるようゲームレッスンも行っていきます。

FAX：03-3598-887203-3598-887203-3598-8872

①enjoyスカッシュ：スカッシュウイーク期間中に初めてのお客様に楽しん

でいただけるようスカッシュレッスンを体験していただく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②2月13日（日）ジェクサーカップ：　大会をメインとし、多くのお客様に楽

しんでいただけるようゲームレッスンも行っていきます。

18 東京 セントラルフィットネスクラブ八王子 三木　浩行 セントラルフィットネスクラブ八王子セントラルフィットネスクラブ八王子セントラルフィットネスクラブ八王子セントラルフィットネスクラブ八王子 2/8(火）～2/13（日）2/8(火）～2/13（日）2/8(火）～2/13（日） スカッシュスクール無料体験会

スカッシュ練習会
〒192-0065〒192-0065〒192-0065

スカッシュスクール無料体験会

スカッシュ練習会

東京都八王子市新町2-5東京都八王子市新町2-5東京都八王子市新町2-5東京都八王子市新町2-5

スカッシュスクール無料体験会

スカッシュ練習会

西野ビルディング西野ビルディング西野ビルディング西野ビルディング

スカッシュスクール無料体験会

スカッシュ練習会

TEL：0426-48-67890426-48-67890426-48-67890426-48-6789

スカッシュスクール無料体験会

スカッシュ練習会

19 東京 セントラルフィットネスクラブ西東京 石井　祐子 セントラルフィットネスクラブ西東京セントラルフィットネスクラブ西東京セントラルフィットネスクラブ西東京セントラルフィットネスクラブ西東京 2/10(木）～2/12（土）2/10(木）～2/12（土）2/10(木）～2/12（土） スカッシュミニゲーム大会

スカッシュスクール無料体験会
198-0024198-0024198-0024

スカッシュミニゲーム大会

スカッシュスクール無料体験会

東京都青梅市新町9-1-1東京都青梅市新町9-1-1東京都青梅市新町9-1-1東京都青梅市新町9-1-1

スカッシュミニゲーム大会

スカッシュスクール無料体験会

TEL：0428-31-24110428-31-24110428-31-2411

スカッシュミニゲーム大会

スカッシュスクール無料体験会

20 東京 NAスポーツクラブA-1 小泉　岳 NAスポーツクラブA-1                                      
〒151-0073                                                    
東京都渋谷区笹塚1-50-1 NAビル別館B1F         
TEL:03-3481-5866                                    

NAスポーツクラブA-1                                      
〒151-0073                                                    
東京都渋谷区笹塚1-50-1 NAビル別館B1F         
TEL:03-3481-5866                                    

NAスポーツクラブA-1                                      
〒151-0073                                                    
東京都渋谷区笹塚1-50-1 NAビル別館B1F         
TEL:03-3481-5866                                    

NAスポーツクラブA-1                                      
〒151-0073                                                    
東京都渋谷区笹塚1-50-1 NAビル別館B1F         
TEL:03-3481-5866                                    

2月5日（土）9:30～20:302月5日（土）9:30～20:302月5日（土）9:30～20:30 A-1 SPEEDSTAR   2011SQUASH TOURNAMENT（大会）

21 東京 ルネサンス練馬高野台 青木　沙弥佳 ルネサンス練馬高野台　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒177-0033                                                   
東京都練馬区高野台1-7-17                            
TEL:03-5372-1006

ルネサンス練馬高野台　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒177-0033                                                   
東京都練馬区高野台1-7-17                            
TEL:03-5372-1006

ルネサンス練馬高野台　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒177-0033                                                   
東京都練馬区高野台1-7-17                            
TEL:03-5372-1006

ルネサンス練馬高野台　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒177-0033                                                   
東京都練馬区高野台1-7-17                            
TEL:03-5372-1006

2月6日（日）　　　　　　　　
11:00～17:00
2月6日（日）　　　　　　　　
11:00～17:00
2月6日（日）　　　　　　　　
11:00～17:00

グループレッスン、プライベートレッスン

22 東京 メガロス武蔵小金井 小泉　岳 メガロス武蔵小金井　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒184-0003                                                    
東京都小金井市緑町5-3-24                            
TEL:042-380-9100

メガロス武蔵小金井　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒184-0003                                                    
東京都小金井市緑町5-3-24                            
TEL:042-380-9100

メガロス武蔵小金井　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒184-0003                                                    
東京都小金井市緑町5-3-24                            
TEL:042-380-9100

メガロス武蔵小金井　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒184-0003                                                    
東京都小金井市緑町5-3-24                            
TEL:042-380-9100

2月6日（日）　　　　　　　
11:00～18:00
2月6日（日）　　　　　　　
11:00～18:00
2月6日（日）　　　　　　　
11:00～18:00

DVDレッスン、プライベートレッスン、即日ガット張り

23 東京 メガロス町田 畑迫　一枝 メガロス町田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒194-0022                                                   
東京都町田市森野2-2-45                               
TEL:042-710-6500

メガロス町田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒194-0022                                                   
東京都町田市森野2-2-45                               
TEL:042-710-6500

メガロス町田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒194-0022                                                   
東京都町田市森野2-2-45                               
TEL:042-710-6500

メガロス町田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒194-0022                                                   
東京都町田市森野2-2-45                               
TEL:042-710-6500

2月13日（日）　　　　　　　
11:00～17:00
2月13日（日）　　　　　　　
11:00～17:00
2月13日（日）　　　　　　　
11:00～17:00

グループレッスン、プライベートレッスン、ヒッテング等

24 千葉 セントラルフィットネスクラブ八千代台 上野 セントラルフィットネスクラブ八千代台セントラルフィットネスクラブ八千代台セントラルフィットネスクラブ八千代台セントラルフィットネスクラブ八千代台 2/19（土） セントラルスポーツカップ　in 八千代台

〒276-0032〒276-0032〒276-0032

セントラルスポーツカップ　in 八千代台

千葉県八千代市八千代台東1-1-10　千葉県八千代市八千代台東1-1-10　千葉県八千代市八千代台東1-1-10　千葉県八千代市八千代台東1-1-10　

セントラルスポーツカップ　in 八千代台

ユアエルム5Fユアエルム5Fユアエルム5F

セントラルスポーツカップ　in 八千代台

TEL：047-487-4466047-487-4466047-487-4466

セントラルスポーツカップ　in 八千代台

25 千葉 セントラルフィットネスクラブ習志野 畑 セントラルフィットネスクラブ習志野セントラルフィットネスクラブ習志野セントラルフィットネスクラブ習志野セントラルフィットネスクラブ習志野 2/7(月）～2/13(日）2/7(月）～2/13(日）2/7(月）～2/13(日） スカッシュ体験会

ラケットレンタル無料
〒275-0016〒275-0016〒275-0016

スカッシュ体験会

ラケットレンタル無料

千葉県習志野市津田沼5-12-4千葉県習志野市津田沼5-12-4千葉県習志野市津田沼5-12-4千葉県習志野市津田沼5-12-4

スカッシュ体験会

ラケットレンタル無料

26 千葉 セントラルフィトネスクラブポートスクエア 原　大史朗 セントラルフィトネスクラブポートスクエアセントラルフィトネスクラブポートスクエアセントラルフィトネスクラブポートスクエアセントラルフィトネスクラブポートスクエア 2/5(土）～2/11(金）2/5(土）～2/11(金）2/5(土）～2/11(金） クラブスタッフによる体験レッスン

〒275-0016〒275-0016〒275-0016

クラブスタッフによる体験レッスン

千葉県千葉市中央区問屋町1-50千葉県千葉市中央区問屋町1-50千葉県千葉市中央区問屋町1-50千葉県千葉市中央区問屋町1-50

クラブスタッフによる体験レッスン

千葉ポートタウン7F千葉ポートタウン7F千葉ポートタウン7F千葉ポートタウン7F

クラブスタッフによる体験レッスン

TEL：043-245-6161043-245-6161043-245-6161

クラブスタッフによる体験レッスン

27 千葉 セントラルフィットネスクラブ稲毛海岸 高木　大 セントラルフィットネスクラブ稲毛海岸セントラルフィットネスクラブ稲毛海岸セントラルフィットネスクラブ稲毛海岸セントラルフィットネスクラブ稲毛海岸 2/5(土）～2/13(日）2/5(土）～2/13(日）2/5(土）～2/13(日） 無料レッスン実施《初めてクラス）

特別ヒッティングパートナー
〒260-0028〒260-0028〒260-0028

無料レッスン実施《初めてクラス）

特別ヒッティングパートナー

千葉県千葉市美浜区高洲3-23-2千葉県千葉市美浜区高洲3-23-2千葉県千葉市美浜区高洲3-23-2千葉県千葉市美浜区高洲3-23-2

無料レッスン実施《初めてクラス）

特別ヒッティングパートナー

稲毛海岸ビル稲毛海岸ビル稲毛海岸ビル

無料レッスン実施《初めてクラス）

特別ヒッティングパートナー

TEL：043-278-4747043-278-4747043-278-4747

無料レッスン実施《初めてクラス）

特別ヒッティングパートナー

28 千葉 セントラルフィットネスクラブ千葉 内藤 セントラルフィットネスクラブ千葉セントラルフィットネスクラブ千葉セントラルフィットネスクラブ千葉セントラルフィットネスクラブ千葉 2/7（月）～2/13(日）2/7（月）～2/13(日）2/7（月）～2/13(日） スカッシュラケット、ボールレンタル無料

〒260-0028〒260-0028〒260-0028

スカッシュラケット、ボールレンタル無料

千葉県千葉市中央区新町18-14千葉県千葉市中央区新町18-14千葉県千葉市中央区新町18-14千葉県千葉市中央区新町18-14

スカッシュラケット、ボールレンタル無料

千葉新町ビル千葉新町ビル千葉新町ビル

スカッシュラケット、ボールレンタル無料

TEL：043-243-8800043-243-8800043-243-8800

スカッシュラケット、ボールレンタル無料

29 千葉 セントラルフィットネスクラブ市川 宮沢　英志 セントラルフィットネスクラブ市川セントラルフィットネスクラブ市川セントラルフィットネスクラブ市川セントラルフィットネスクラブ市川 2/1(火）～2/14（月）2/1(火）～2/14（月）2/1(火）～2/14（月） 期間中スカッシュラケット・アイガード・ボールレンタル料無料

2/4（金）10:20～11:00無料スカッシュレッスン《初めてスカッシュ）
〒272-0034〒272-0034〒272-0034

期間中スカッシュラケット・アイガード・ボールレンタル料無料

2/4（金）10:20～11:00無料スカッシュレッスン《初めてスカッシュ）

千葉県市川市市川1-3-18千葉県市川市市川1-3-18千葉県市川市市川1-3-18千葉県市川市市川1-3-18

期間中スカッシュラケット・アイガード・ボールレンタル料無料

2/4（金）10:20～11:00無料スカッシュレッスン《初めてスカッシュ）

TEL：047-323-2211047-323-2211047-323-2211

期間中スカッシュラケット・アイガード・ボールレンタル料無料

2/4（金）10:20～11:00無料スカッシュレッスン《初めてスカッシュ）

30 千葉 セントラルウェルネスクラブ新浦安 根本　義章 セントラルウェルネスクラブ新浦安セントラルウェルネスクラブ新浦安セントラルウェルネスクラブ新浦安セントラルウェルネスクラブ新浦安 2/12（土） ～2/18(金） ・期間中スカッシュラケット・アイガードレンタル無料

通常レンタルできないボールも期間中レンタル無料
〒279-0012〒279-0012〒279-0012

・期間中スカッシュラケット・アイガードレンタル無料

通常レンタルできないボールも期間中レンタル無料

千葉県浦安市入船1-4-1千葉県浦安市入船1-4-1千葉県浦安市入船1-4-1千葉県浦安市入船1-4-1

・期間中スカッシュラケット・アイガードレンタル無料

通常レンタルできないボールも期間中レンタル無料

ショッパーズプラザ新浦安4Fショッパーズプラザ新浦安4Fショッパーズプラザ新浦安4Fショッパーズプラザ新浦安4F

・期間中スカッシュラケット・アイガードレンタル無料

通常レンタルできないボールも期間中レンタル無料

31 神奈川 スポーツクラブルネサンス港南台
清水

スポーツクラブルネサンス港南台スポーツクラブルネサンス港南台スポーツクラブルネサンス港南台スポーツクラブルネサンス港南台
2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）
2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）
2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）

はじめてスカッシュ

2/5(土）2/12(土）11:00～11:30 18:30～19:00

2/10(木）13:15～13:45

2/11(金）13:00～14:00スカッシュ無料体験、14:30～15:30

ゲームパートナー、16:00～17:30 メンバーズイブニング

〒234-0054〒234-0054〒234-0054

2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）
2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）
2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）

はじめてスカッシュ

2/5(土）2/12(土）11:00～11:30 18:30～19:00

2/10(木）13:15～13:45

2/11(金）13:00～14:00スカッシュ無料体験、14:30～15:30

ゲームパートナー、16:00～17:30 メンバーズイブニング

神奈川県横浜市港南区港南台5-9-1神奈川県横浜市港南区港南台5-9-1神奈川県横浜市港南区港南台5-9-1神奈川県横浜市港南区港南台5-9-1

2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）
2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）
2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）

はじめてスカッシュ

2/5(土）2/12(土）11:00～11:30 18:30～19:00

2/10(木）13:15～13:45

2/11(金）13:00～14:00スカッシュ無料体験、14:30～15:30

ゲームパートナー、16:00～17:30 メンバーズイブニングTEL：045-835-2202045-835-2202045-835-2202

2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）
2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）
2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）

はじめてスカッシュ

2/5(土）2/12(土）11:00～11:30 18:30～19:00

2/10(木）13:15～13:45

2/11(金）13:00～14:00スカッシュ無料体験、14:30～15:30

ゲームパートナー、16:00～17:30 メンバーズイブニング
FAX：045-835-2207045-835-2207045-835-2207

2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）
2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）
2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）

はじめてスカッシュ

2/5(土）2/12(土）11:00～11:30 18:30～19:00

2/10(木）13:15～13:45

2/11(金）13:00～14:00スカッシュ無料体験、14:30～15:30

ゲームパートナー、16:00～17:30 メンバーズイブニング

32 神奈川 セントラルフィットネスクラブ溝ノ口 田　真年 セントラルフィットネスクラブ溝ノ口セントラルフィットネスクラブ溝ノ口セントラルフィットネスクラブ溝ノ口セントラルフィットネスクラブ溝ノ口 2/1(火）～2/28(月）2/1(火）～2/28(月）2/1(火）～2/28(月） スカッシュスクール無料体験（１回のみ/定員制）

〒213-0001〒213-0001〒213-0001

スカッシュスクール無料体験（１回のみ/定員制）

神奈川県川崎市高津区溝口2-10-22神奈川県川崎市高津区溝口2-10-22神奈川県川崎市高津区溝口2-10-22神奈川県川崎市高津区溝口2-10-22

スカッシュスクール無料体験（１回のみ/定員制）

TEL：044-813-4455044-813-4455044-813-4455

スカッシュスクール無料体験（１回のみ/定員制）

33 神奈川 セントラルフィットネスクラブ二俣川 秋葉　文 セントラルフィットネスクラブ二俣川セントラルフィットネスクラブ二俣川セントラルフィットネスクラブ二俣川セントラルフィットネスクラブ二俣川 2/7(月）～2/20（日）2/7(月）～2/20（日）2/7(月）～2/20（日） レンタルラケット無料・ほじめてスカッシュ増枠

初心者スクール体験無料
〒241-0821〒241-0821〒241-0821

レンタルラケット無料・ほじめてスカッシュ増枠

初心者スクール体験無料

神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-4神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-4神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-4神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-4

レンタルラケット無料・ほじめてスカッシュ増枠

初心者スクール体験無料

TEL：045-391-7211045-391-7211045-391-7211

レンタルラケット無料・ほじめてスカッシュ増枠

初心者スクール体験無料

34 神奈川 セントラルフィットネスクラブ東戸塚 吉川 セントラルフィットネスクラブ東戸塚セントラルフィットネスクラブ東戸塚セントラルフィットネスクラブ東戸塚セントラルフィットネスクラブ東戸塚 2/1（火）～2/28（月）2/1（火）～2/28（月）2/1（火）～2/28（月） スカッシュスクール体験　1,050円

〒244-0805〒244-0805〒244-0805

スカッシュスクール体験　1,050円

神奈川県横浜市戸塚区川上町97-1神奈川県横浜市戸塚区川上町97-1神奈川県横浜市戸塚区川上町97-1神奈川県横浜市戸塚区川上町97-1

スカッシュスクール体験　1,050円

TEL：
045-826-2255045-826-2255045-826-2255

スカッシュスクール体験　1,050円

35 神奈川 パレット中川 播木　恭平 パレット中川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒224-0001                                                   　
神奈川県横浜市都筑区中川1-18-5                   
TEL:045-915-7702                                          
FAX:045-912-6355

パレット中川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒224-0001                                                   　
神奈川県横浜市都筑区中川1-18-5                   
TEL:045-915-7702                                          
FAX:045-912-6355

パレット中川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒224-0001                                                   　
神奈川県横浜市都筑区中川1-18-5                   
TEL:045-915-7702                                          
FAX:045-912-6355

パレット中川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒224-0001                                                   　
神奈川県横浜市都筑区中川1-18-5                   
TEL:045-915-7702                                          
FAX:045-912-6355

2月11日（金・祝）　　　　　　　　
11:00～17:40
2月11日（金・祝）　　　　　　　　
11:00～17:40
2月11日（金・祝）　　　　　　　　
11:00～17:40

グループレッスン、プライベートレッスン、ヒッティング

36 神奈川 グランデリアスポーツ麻生 佐野　公彦 グランデリアスポーツ麻生　　　　　　　　　　　　　　
〒215-0021                                                   
神奈川県川崎市麻生区上麻生6-29-5               
TEL:044-989-0010

グランデリアスポーツ麻生　　　　　　　　　　　　　　
〒215-0021                                                   
神奈川県川崎市麻生区上麻生6-29-5               
TEL:044-989-0010

グランデリアスポーツ麻生　　　　　　　　　　　　　　
〒215-0021                                                   
神奈川県川崎市麻生区上麻生6-29-5               
TEL:044-989-0010

グランデリアスポーツ麻生　　　　　　　　　　　　　　
〒215-0021                                                   
神奈川県川崎市麻生区上麻生6-29-5               
TEL:044-989-0010

2月11日（金・祝）　　　　
10:00～17:30
2月11日（金・祝）　　　　
10:00～17:30
2月11日（金・祝）　　　　
10:00～17:30

オーダーメイドレッスン・グループレッスン＆練習会

37 神奈川 メガロス横濱 横田　真由美 メガロス横濱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒240-0005                                                   
神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町1-3-4           
TEL:045-340-2600

メガロス横濱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒240-0005                                                   
神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町1-3-4           
TEL:045-340-2600

メガロス横濱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒240-0005                                                   
神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町1-3-4           
TEL:045-340-2600

メガロス横濱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒240-0005                                                   
神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町1-3-4           
TEL:045-340-2600

2月6日（日）　　　　　　　　
11:00～17:30
2月6日（日）　　　　　　　　
11:00～17:30
2月6日（日）　　　　　　　　
11:00～17:30

リザーブレッスン、ゲーム大会

38 神奈川 関東学生スカッシュ連盟 遠藤　嘉雄 ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

2月7日(月)～2月11日(金)2月7日(月)～2月11日(金)2月7日(月)～2月11日(金) 関東の各大学内で番手戦により選抜された、男子７名、女子５名に

よる関東大学団体戦

38 神奈川 関東学生スカッシュ連盟 遠藤　嘉雄 ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

2月7日(月)～2月11日(金)2月7日(月)～2月11日(金)2月7日(月)～2月11日(金) 関東の各大学内で番手戦により選抜された、男子７名、女子５名に

よる関東大学団体戦

38 神奈川 関東学生スカッシュ連盟 遠藤　嘉雄 ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

2月7日(月)～2月11日(金)2月7日(月)～2月11日(金)2月7日(月)～2月11日(金) 関東の各大学内で番手戦により選抜された、男子７名、女子５名に

よる関東大学団体戦

38 神奈川 関東学生スカッシュ連盟 遠藤　嘉雄 ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
〒223-0057
横浜市港北区新羽町482
TEL:045-306-8700

2月7日(月)～2月11日(金)2月7日(月)～2月11日(金)2月7日(月)～2月11日(金) 関東の各大学内で番手戦により選抜された、男子７名、女子５名に

よる関東大学団体戦

39 埼玉 SQ-CUBＥさいたま 高橋　桂一 SQ-CUBＥさいたまSQ-CUBＥさいたまSQ-CUBＥさいたまSQ-CUBＥさいたま 2/5(土）～2/10(木）2/5(土）～2/10(木）2/5(土）～2/10(木） ビジター入館料を割引（￥1,575または￥2,100を一律￥1,050にて）

SQ-CUBE CUPを開催
〒331-0823〒331-0823〒331-0823 2/11(金）～2/13(日) 2/11(金）～2/13(日) 2/11(金）～2/13(日) 

ビジター入館料を割引（￥1,575または￥2,100を一律￥1,050にて）

SQ-CUBE CUPを開催

埼玉県さいたま市北区日新町2‐1916‐8埼玉県さいたま市北区日新町2‐1916‐8埼玉県さいたま市北区日新町2‐1916‐8埼玉県さいたま市北区日新町2‐1916‐8

ビジター入館料を割引（￥1,575または￥2,100を一律￥1,050にて）

SQ-CUBE CUPを開催

イスタ！日進３Ｆイスタ！日進３Ｆイスタ！日進３Ｆイスタ！日進３Ｆ

ビジター入館料を割引（￥1,575または￥2,100を一律￥1,050にて）

SQ-CUBE CUPを開催

TEL：048-669-8700048-669-8700048-669-8700

ビジター入館料を割引（￥1,575または￥2,100を一律￥1,050にて）

SQ-CUBE CUPを開催

40 埼玉 セントラルフィットネスクラブ三郷 飯島　一樹 セントラルフィットネスクラブ三郷セントラルフィットネスクラブ三郷セントラルフィットネスクラブ三郷セントラルフィットネスクラブ三郷 2/5(土）～2/13(日）2/5(土）～2/13(日）2/5(土）～2/13(日） ・コート＆ラケットレンタル代無料

〒341-0021〒341-0021〒341-0021

・コート＆ラケットレンタル代無料

埼玉県三郷市さつき平2-1-1埼玉県三郷市さつき平2-1-1埼玉県三郷市さつき平2-1-1埼玉県三郷市さつき平2-1-1

・コート＆ラケットレンタル代無料

TEL：048-959-3033048-959-3033048-959-3033

・コート＆ラケットレンタル代無料

41 埼玉 メガロス草加 田邊　範泰 メガロス草加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒340-0014                                                    
埼玉県草加市住吉1-7-7                                  
TEL:048-924-7700

メガロス草加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒340-0014                                                    
埼玉県草加市住吉1-7-7                                  
TEL:048-924-7700

メガロス草加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒340-0014                                                    
埼玉県草加市住吉1-7-7                                  
TEL:048-924-7700

メガロス草加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒340-0014                                                    
埼玉県草加市住吉1-7-7                                  
TEL:048-924-7700

2月5日（土）　　　　　　　
12:00～18:00
2月5日（土）　　　　　　　
12:00～18:00
2月5日（土）　　　　　　　
12:00～18:00

スカッシュウイークフレンドリーマッチ

42 茨城 セントラルフィットネスクラブ日立 中山　盛生 セントラルフィットネスクラブ日立セントラルフィットネスクラブ日立セントラルフィットネスクラブ日立セントラルフィットネスクラブ日立 2/1(火）～2/13(日）2/1(火）～2/13(日）2/1(火）～2/13(日） スカッシュ無料体験、SQスクール無料体験

ラケット・アイガードレンタル無料
〒317-0073〒317-0073〒317-0073

スカッシュ無料体験、SQスクール無料体験

ラケット・アイガードレンタル無料

茨城県日立市幸町1-20-1茨城県日立市幸町1-20-1茨城県日立市幸町1-20-1茨城県日立市幸町1-20-1

スカッシュ無料体験、SQスクール無料体験

ラケット・アイガードレンタル無料

あおば生命ビル5Fあおば生命ビル5Fあおば生命ビル5Fあおば生命ビル5F

スカッシュ無料体験、SQスクール無料体験

ラケット・アイガードレンタル無料

TEL：0294-24-33450294-24-33450294-24-3345

スカッシュ無料体験、SQスクール無料体験

ラケット・アイガードレンタル無料

43 栃木 セントラルフィットネスクラブ宇都宮 大森 沙織 セントラルフィットネスクラブ宇都宮セントラルフィットネスクラブ宇都宮セントラルフィットネスクラブ宇都宮セントラルフィットネスクラブ宇都宮 2/7（月）～2/13(日）2/7（月）～2/13(日）2/7（月）～2/13(日） ラケット・アイガードレンタル無料＋ボール付き（期間中）

クラブスタッフによるHPレッスン特別枠設定
〒321-0964〒321-0964〒321-0964

ラケット・アイガードレンタル無料＋ボール付き（期間中）

クラブスタッフによるHPレッスン特別枠設定

栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6

ラケット・アイガードレンタル無料＋ボール付き（期間中）

クラブスタッフによるHPレッスン特別枠設定

西口ビル10F西口ビル10F西口ビル10F

ラケット・アイガードレンタル無料＋ボール付き（期間中）

クラブスタッフによるHPレッスン特別枠設定

TEL：028-627-1321028-627-1321028-627-1321

ラケット・アイガードレンタル無料＋ボール付き（期間中）

クラブスタッフによるHPレッスン特別枠設定

44
中部

静岡 フィットネスプラザ・スプラッシュ 石橋敬介 フィットネスプラザ・スプラッシュフィットネスプラザ・スプラッシュフィットネスプラザ・スプラッシュフィットネスプラザ・スプラッシュ 2/5(土） 15:00～16：402/5(土） 15:00～16：402/5(土） 15:00～16：40 スカッシュゲームパーティー（ミニゲーム大会）

普段、ゲームなどを行わない方々も一緒に楽しめるように

誰でも参加できるゲームパーティーを開催したいと思います。

プライベートレッスン、ＤＶＤレッスン、グループレッスン

〒411-0903〒411-0903〒411-0903

スカッシュゲームパーティー（ミニゲーム大会）

普段、ゲームなどを行わない方々も一緒に楽しめるように

誰でも参加できるゲームパーティーを開催したいと思います。

プライベートレッスン、ＤＶＤレッスン、グループレッスン
静岡県駿東郡清水町堂庭262静岡県駿東郡清水町堂庭262静岡県駿東郡清水町堂庭262静岡県駿東郡清水町堂庭262

スカッシュゲームパーティー（ミニゲーム大会）

普段、ゲームなどを行わない方々も一緒に楽しめるように

誰でも参加できるゲームパーティーを開催したいと思います。

プライベートレッスン、ＤＶＤレッスン、グループレッスン
TEL: 055-976-9300055-976-9300055-976-9300

スカッシュゲームパーティー（ミニゲーム大会）

普段、ゲームなどを行わない方々も一緒に楽しめるように

誰でも参加できるゲームパーティーを開催したいと思います。

プライベートレッスン、ＤＶＤレッスン、グループレッスン

佐野公彦 2/5(土） 11:00～19：002/5(土） 11:00～19：002/5(土） 11:00～19：00

スカッシュゲームパーティー（ミニゲーム大会）

普段、ゲームなどを行わない方々も一緒に楽しめるように

誰でも参加できるゲームパーティーを開催したいと思います。

プライベートレッスン、ＤＶＤレッスン、グループレッスン

45 静岡 YSフィットネスクラブ呉服町 森山（伊藤） YSフィットネスクラブ呉服町YSフィットネスクラブ呉服町YSフィットネスクラブ呉服町YSフィットネスクラブ呉服町 2/6（日）13:00～17:002/6（日）13:00～17:002/6（日）13:00～17:00 SQ-CUBE PRO坪郷雅史さんによるイベント

13:00～17:00 5分間無料ヒッティングパートナー

10 x 4H 計40本のヒッティングパートナーを行います。

（1時間に10分のインターバル有り）

〒420-0031〒420-0031〒420-0031

SQ-CUBE PRO坪郷雅史さんによるイベント

13:00～17:00 5分間無料ヒッティングパートナー

10 x 4H 計40本のヒッティングパートナーを行います。

（1時間に10分のインターバル有り）
静岡県静岡市葵区呉服町1-3-14静岡県静岡市葵区呉服町1-3-14静岡県静岡市葵区呉服町1-3-14静岡県静岡市葵区呉服町1-3-14

SQ-CUBE PRO坪郷雅史さんによるイベント

13:00～17:00 5分間無料ヒッティングパートナー

10 x 4H 計40本のヒッティングパートナーを行います。

（1時間に10分のインターバル有り）
YS静岡呉服町ビル3F～6FYS静岡呉服町ビル3F～6FYS静岡呉服町ビル3F～6FYS静岡呉服町ビル3F～6F

SQ-CUBE PRO坪郷雅史さんによるイベント

13:00～17:00 5分間無料ヒッティングパートナー

10 x 4H 計40本のヒッティングパートナーを行います。

（1時間に10分のインターバル有り）

TEL:054-273-7070TEL:054-273-7070TEL:054-273-7070TEL:054-273-7070

SQ-CUBE PRO坪郷雅史さんによるイベント

13:00～17:00 5分間無料ヒッティングパートナー

10 x 4H 計40本のヒッティングパートナーを行います。

（1時間に10分のインターバル有り）

46 愛知 セントラルフィットネスクラブ一社 藤井　貴史 セントラルフィットネスクラブ一社セントラルフィットネスクラブ一社セントラルフィットネスクラブ一社セントラルフィットネスクラブ一社 2/7(月）～2/13(日）2/7(月）～2/13(日）2/7(月）～2/13(日） スクール生無料体験ＰＲ

ラケット、アイガードレンタル無料
〒465-0095〒465-0095〒465-0095

スクール生無料体験ＰＲ

ラケット、アイガードレンタル無料

愛知県名古屋市名東区高社1-93愛知県名古屋市名東区高社1-93愛知県名古屋市名東区高社1-93愛知県名古屋市名東区高社1-93

スクール生無料体験ＰＲ

ラケット、アイガードレンタル無料

日産アブリーテ3F日産アブリーテ3F日産アブリーテ3F日産アブリーテ3F

スクール生無料体験ＰＲ

ラケット、アイガードレンタル無料

TEL：052-776-1700052-776-1700052-776-1700

スクール生無料体験ＰＲ

ラケット、アイガードレンタル無料

47 愛知 セントラルフィットネスクラブ千種 柳田　賢作 セントラルフィットネスクラブ千種セントラルフィットネスクラブ千種セントラルフィットネスクラブ千種セントラルフィットネスクラブ千種 2/7（月）～2/13(日）2/7（月）～2/13(日）2/7（月）～2/13(日） スカッシュラケット・ボールレンタル無料

有料マンツーマンレッスン実施
〒461-0004〒461-0004〒461-0004

スカッシュラケット・ボールレンタル無料

有料マンツーマンレッスン実施

愛知県名古屋市東区葵3-15-31愛知県名古屋市東区葵3-15-31愛知県名古屋市東区葵3-15-31愛知県名古屋市東区葵3-15-31

スカッシュラケット・ボールレンタル無料

有料マンツーマンレッスン実施

住友生命千種ニュータワービル住友生命千種ニュータワービル住友生命千種ニュータワービル住友生命千種ニュータワービル

スカッシュラケット・ボールレンタル無料

有料マンツーマンレッスン実施

TEL：052-931-7900052-931-7900052-931-7900

スカッシュラケット・ボールレンタル無料

有料マンツーマンレッスン実施

48 石川 セントラルフィットネスクラブ金沢 セントラルフィットネスクラブ金沢セントラルフィットネスクラブ金沢セントラルフィットネスクラブ金沢セントラルフィットネスクラブ金沢 2/10(木）～2/15(火）2/10(木）～2/15(火）2/10(木）～2/15(火） レンタルラケット・ボールが無料

期間中ヒッテゥングパートナー実施（20分無料）
〒920-0853〒920-0853〒920-0853

レンタルラケット・ボールが無料

期間中ヒッテゥングパートナー実施（20分無料）

石川県金沢市本町2-15-1石川県金沢市本町2-15-1沢市本町2-15-1 ホテル金沢5F沢市本町2-15-1 ホテル金沢5F

レンタルラケット・ボールが無料

期間中ヒッテゥングパートナー実施（20分無料）

TEL: 076-260-1306076-260-1306076-260-1306

レンタルラケット・ボールが無料

期間中ヒッテゥングパートナー実施（20分無料）

49 岐阜 セントラルフィットネスクラブ岐阜 村上　信一 セントラルフィットネスクラブ岐阜セントラルフィットネスクラブ岐阜セントラルフィットネスクラブ岐阜セントラルフィットネスクラブ岐阜 2/7（月）～2/16(日）2/7（月）～2/16(日）16(水） スカッシュスクール体験(1,050円）

レンタル用品無料（ラケット・ボール）
〒500-8856〒500-8856〒500-8856

スカッシュスクール体験(1,050円）

レンタル用品無料（ラケット・ボール）

岐阜県岐阜市橋本町2-8岐阜県岐阜市橋本町2-8岐阜県岐阜市橋本町2-8岐阜県岐阜市橋本町2-8

スカッシュスクール体験(1,050円）

レンタル用品無料（ラケット・ボール）

濃飛ニッセイビル1・2・3F濃飛ニッセイビル1・2・3F濃飛ニッセイビル1・2・3F濃飛ニッセイビル1・2・3F

スカッシュスクール体験(1,050円）

レンタル用品無料（ラケット・ボール）

TEL：058-252-1002058-252-1002058-252-1002

スカッシュスクール体験(1,050円）

レンタル用品無料（ラケット・ボール）

50 松本 セントラルフィットネスクラブ松本 安田 セントラルフィットネスクラブ松本セントラルフィットネスクラブ松本セントラルフィットネスクラブ松本セントラルフィットネスクラブ松本 2/7（月）～2/13(日）2/7（月）～2/13(日）2/7（月）～2/13(日） 期間中、有料ヒッティングパートナー実施

〒390-0815〒390-0815〒390-0815

期間中、有料ヒッティングパートナー実施

長野県松本市深志2-5-26長野県松本市深志2-5-26長野県松本市深志2-5-26長野県松本市深志2-5-26

期間中、有料ヒッティングパートナー実施

松本第一ビル松本第一ビル松本第一ビル

期間中、有料ヒッティングパートナー実施

TEL：0263-34-51230263-34-51230263-34-5123

期間中、有料ヒッティングパートナー実施

51
関西

大阪 セントラルウェルネスクラブ住ノ江 梅原 セントラルウェルネスクラブ住ノ江セントラルウェルネスクラブ住ノ江セントラルウェルネスクラブ住ノ江セントラルウェルネスクラブ住ノ江 2/5（土）～2/13(日）2/5（土）～2/13(日）2/5（土）～2/13(日） ・スカッシュラケット、ボールレンタル無料関西

〒559-0006〒559-0006〒559-0006

・スカッシュラケット、ボールレンタル無料関西

大阪府大阪市住之江区西住之江大阪府大阪市住之江区西住之江大阪府大阪市住之江区西住之江大阪府大阪市住之江区西住之江

・スカッシュラケット、ボールレンタル無料関西

1-1-211-1-21

・スカッシュラケット、ボールレンタル無料関西

TEL：06-6671-105106-6671-105106-6671-1051

・スカッシュラケット、ボールレンタル無料
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関西

大阪 スポーツクラブルネサンス住之江 山谷 スポーツクラブルネサンス住之江スポーツクラブルネサンス住之江スポーツクラブルネサンス住之江スポーツクラブルネサンス住之江 2/11(金・祝）13:00～18:302/11(金・祝）13:00～18:302/11(金・祝）13:00～18:30 住之江チャレンジＣＵＰ

クラブ会員、スカッシュスクール会員を対象としたクラブ内の大会

（リーグ戦）

関西

鈴木由美子 〒550-0024〒550-0024〒550-0024

住之江チャレンジＣＵＰ

クラブ会員、スカッシュスクール会員を対象としたクラブ内の大会

（リーグ戦）

関西

大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1

住之江チャレンジＣＵＰ

クラブ会員、スカッシュスクール会員を対象としたクラブ内の大会

（リーグ戦）

関西

TEL:06-6684-2323TEL:06-6684-2323TEL:06-6684-2323TEL:06-6684-2323

住之江チャレンジＣＵＰ

クラブ会員、スカッシュスクール会員を対象としたクラブ内の大会

（リーグ戦）

53
中四国

広島 セントラルフィットネスクラブアルパーク 溝口 セントラルフィットネスクラブアルパークセントラルフィットネスクラブアルパークセントラルフィットネスクラブアルパークセントラルフィットネスクラブアルパーク 2/9(水）～2/15(火）2/9(水）～2/15(火）2/9(水）～2/15(火） スクール無料体験、レンタルラケット無料中四国

郡司 〒733-8624〒733-8624〒733-8624

スクール無料体験、レンタルラケット無料中四国

広島県広島市西区草津新町2-26-1広島県広島市西区草津新町2-26-1広島県広島市西区草津新町2-26-1広島県広島市西区草津新町2-26-1

スクール無料体験、レンタルラケット無料中四国

アルパーク東棟5Fアルパーク東棟5Fアルパーク東棟5Fアルパーク東棟5F

スクール無料体験、レンタルラケット無料中四国

TEL：082-501-1113082-501-1113082-501-1113

スクール無料体験、レンタルラケット無料
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中四国

岡山 ＰＲＥＧＯ 長行　美保 ＰＲＥＧＯＰＲＥＧＯＰＲＥＧＯ 2/5(土）～2/12(土）2/5(土）～2/12(土）2/5(土）～2/12(土） ・スカッシュコート利用料無料

中四国

〒712-8007〒712-8007〒712-8007 日曜休館のため日曜休館のため日曜休館のため

・スカッシュコート利用料無料

中四国

岡山県倉敷市鶴の浦2-2岡山県倉敷市鶴の浦2-2岡山県倉敷市鶴の浦2-2岡山県倉敷市鶴の浦2-2

・スカッシュコート利用料無料

中四国

TEL：086-444-0100086-444-0100086-444-0100

・スカッシュコート利用料無料

中四国

FAX：086-444-0099086-444-0099086-444-0099

・スカッシュコート利用料無料

55
九州

福岡 スポーツクラブルネサンス福岡香椎 原田　美香 スポーツクラブルネサンス福岡香椎スポーツクラブルネサンス福岡香椎スポーツクラブルネサンス福岡香椎スポーツクラブルネサンス福岡香椎 2/5（土）～2/13(日）2/5（土）～2/13(日）2/5（土）～2/13(日） ・外部向け体験レッスン

初めてスカッシュ（サービスレッスン）にトレーナーが参加、多めに実施

・スカッシュコーチがプライベートレッスン多く実施（期間中）

九州

〒813-0006〒813-0006〒813-0006

・外部向け体験レッスン

初めてスカッシュ（サービスレッスン）にトレーナーが参加、多めに実施

・スカッシュコーチがプライベートレッスン多く実施（期間中）

九州

福岡県福岡市東区御島崎2-6-1福岡県福岡市東区御島崎2-6-1福岡県福岡市東区御島崎2-6-1福岡県福岡市東区御島崎2-6-1

・外部向け体験レッスン

初めてスカッシュ（サービスレッスン）にトレーナーが参加、多めに実施

・スカッシュコーチがプライベートレッスン多く実施（期間中）

九州

TEL：092-663-0566092-663-0566092-663-0566

・外部向け体験レッスン

初めてスカッシュ（サービスレッスン）にトレーナーが参加、多めに実施

・スカッシュコーチがプライベートレッスン多く実施（期間中）

九州

FAX：092-663-0576092-663-0576092-663-0576

・外部向け体験レッスン

初めてスカッシュ（サービスレッスン）にトレーナーが参加、多めに実施

・スカッシュコーチがプライベートレッスン多く実施（期間中）
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九州

福岡 リバティスカッシュコート 矢野　雄二 リバティスカッシュコートリバティスカッシュコートリバティスカッシュコートリバティスカッシュコート 2/5（土）～2/13(日）2/5（土）～2/13(日）2/5（土）～2/13(日） ・プロコーチによる無料体験

・コート無料体験

九州

〒812-0032〒812-0032〒812-0032

・プロコーチによる無料体験

・コート無料体験

九州

福岡県福岡市博多区石城町21‐22福岡県福岡市博多区石城町21‐22福岡県福岡市博多区石城町21‐22福岡県福岡市博多区石城町21‐22

・プロコーチによる無料体験

・コート無料体験

九州

TEL：092-282-9336092-282-9336092-282-9336

・プロコーチによる無料体験

・コート無料体験

九州

FAX：092-282-9336092-282-9336092-282-9336

・プロコーチによる無料体験

・コート無料体験

テキスト

2011年スカッシュウィーク実施会場


