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地区 都道
府県

団体名 担当者 内容 参加人数 感　　　　　想

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 2/10(木）～2/20（日） レンタルコート無料(10日） 73 参加者も多く、大会も盛り上がっていました。

〒062-0922 KGセントラルスカッシュトーナメント(19・20日）

北海道札幌市中央区南22条西12-1-1

プロム山鼻

TEL：011-512-2220

2 北海道 エスキューブ札幌 杉澤 エスキューブ札幌 2/11(金） フリーヒッティングデー 25 2月11日に行われたスカッシュディーイベント「フリーヒッティ

〒064-0806 ヒッティングパートナー料金が無料になります。 ングデー｣では、通常ご利用の際に、\315(ビジター\525)の

札幌市中央区南６条西１５丁目1-38 ビジターは入館料\525かかります。 ヒッティングパートナーを終日無料で提供しました。

TEL:011-513-1565

3 東北 森山総合公園生涯スポーツセンター <森山スカッシュウィーク＞ 110 体験教室を受講された方で、通常レッスンや同行会に興味

岩手 財団法人 金ヶ崎町生涯スポーツ事業団 佐藤　龍史 〒029-4503 ・無料スカッシュ体験教室（初心者～初級者） を持った方が多くいたので、スカッシュウィークの成果が出た

岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根森山 ・無料特別ヒッティングパートナー（中級者～上級者） と思います。1人でも多くの方が、今後スカッシュを継続して

31-2 レッスン量・コート使用料無料 楽しんでもらえるようアフターフォローをしていき、底辺の拡

TEL：0197-44-5600 ＜森山スカッシュデー＞ 大に努めていきたいと思います。今回で団体戦は6回目とな

FAX：0197-44-5602 森山ＣＵＰ第３回スカッシュ団体戦 りましたが、年々参加チームが増えているので、うれしく思い

ます。個人戦とは違う楽しさがあるので、これからも色々競

技方法等を工夫し盛り上げていきたいと思います。

4 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 2/17(木）～2/22(火） レンタルコート無料 50 メンバー様がお知り合いの方を連れて利用される姿が多く

〒020-0034 レンタルグッズ無料 見られ、無料レンタルも好評でした。

岩手県盛岡市盛岡駅前通り15-20　

ニッセイ盛岡ビル201

TEL：019-653-9011

5 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 2/10（木）～2/20（日） レンタルグッズ無料 22 期間中はスカッシュ初体験の方も多く大変好評を頂きまし

相澤　光俊 〒980-6001 た。

宮城県仙台市青葉区中央4-6-1

SS30ビル

TEL：022-266-8855

6 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 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） 100 2/11「メンバー対象のゲームコース」を実施期間中の利

〒981-0931 ラケット・アイガード・ボール無料レンタル 用者が増えたので、今後に活かしたい。

宮城県仙台市青葉区昭和町1-37

TEL：022-275-8411

7 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 2/7（月）～2/13（日） レンタル無料 15 新入会メンバー、女性メンバーのレッスン参加が増え今後

牧　純一 〒999-3711 の発展に期待しています。

山形県東根市中央1-13-1

TEL：0237-42-5555

8 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 2/13(日）～2/19（土） ストラックアウト（13日） 25 初めての方も含め25名の方が参加されました。前年も同じ

熊木 〒963-8004 クラブ内大会(19日） ようなイベントを行いましたが、前年の参加人数を超える事

福島県郡山市中町12-2 は、できませんでした。

ホテルプリシード郡山3F

TEL：024-921-3111

9 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 2/14(月）～2/20(月） スカッシュ１００本ラリー 17 無料にし初心者の方でも気軽にラケットに触って覚えるよう

〒951-8061 スタッフとラリーを落とさず１００本続けたら商品ＧＥＴ にこの100本ラリーを企画しました。スカッシュはゲームだけ

新潟県新潟市西堀通6-866　NEXT21 を楽しむものではなくラケットに当てて繫げるだけでも楽しい

TEL 025-225-5151 事が伝わったと思います。今後も多くの方にスカッシュの楽

しさを伝えていければと思います。

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 2/14(月）～2/20（日） ラケット・アイガード・ボール無料レンタル 35 無料ゲーム・レッスンに参加頂き、スカッシュの認知度向上

〒174-0046 に繋がりました。

東京都板橋区蓮根3-7-10

TEL：03-5392-4545

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 期間中\1,200-で施設及び、コート利用が出来ます。 40 セントラル会員が利用しており、阿佐ヶ谷メンバーと親睦を

〒166-0001 深めていた。

東京都杉並区阿佐ヶ谷北2-12-2

TEL：03-3338-6336

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 2/13(日）～2/19(土） スカッシュスクール無料体験 23 スクール体験が13名。フリー体験が10名スカッシュの魅力

白井 〒178-0064 スカッシュラケット・ボール無料レンタル を伝えることができた。

会場 日時

2/5(土）～2/12(土）

2/19(土）～20(日）
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東京都練馬区南大泉3-27

TEL：03-3978-2200

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 2/6（日）～2/12（土） 2月10日無料体験レッスン実施 20 楽しんでレッスンに参加して頂けましたので、また機会を設

〒158-0097 スカッシュ用品10%ＯＦＦ けたいと思います。

東京都世田谷区用賀2-41-11

平成ビル用賀3F

TEL：03-3700-6116

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 2/6(日）～2/13(日） スカッシュ用品10%ＯＦＦ 32 2月11日は、初心者を対象としたレッスンを行いました。

〒152-0031 2月11日無料体験レッスン実施中 自由が丘はスカッシュが盛んです。是非、1度お越し下さい

東京都目黒区中根1-14-17

TEL：03-5729-0550

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 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 28 新規利用者の拡大を目的として実施して来ましたが、現存

〒130-0022 レンタルを無料で実施 の利用者が多く、参加者数が伸びませんでした。

東京都墨田区江東橋4-31-1

TEL：03-5600-0007

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 2/5（土）～2/138日） 無料体験会 10 日頃スカッシュをしない方々が多く参加されました。

〒124-0012 旧スタッフとのコミュニケーションにもなり大変喜ばれました。

東京都葛飾区立石6-39-8　

TEL：03-3838-0781

17 関東 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 2/6（日）～2/13（月） 19 今回の大会で、初めて参加していただきたお客様もいらっしゃり、今後

〒115-0044 のモチベーションを上げられる結果になりました。又、第１回から参加

東京都北区赤羽南2-9-47 していただいているお客様もあり、決勝戦では、スカッシュを行ってい

TEL：03-3598-8871 ないお客様も観戦して頂き、とても盛り上がりました。

FAX：03-3598-8872

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 2/8(火）～2/13（日） スカッシュスクール無料体験会 12 初めてのメンバーが多く集まりました。通常のスクールに

〒192-0065 スカッシュ練習会 繋がるイベントとなった。

東京都八王子市新町2-5

西野ビルディング

TEL：0426-48-67890426-48-6789

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 2/10(木）～2/12（土） スカッシュミニゲーム大会 11 試合に出たことのない初心者から上級者まで一緒に楽しん

198-0024 スカッシュスクール無料体験会 で頂くことが出来ました。

東京都青梅市新町9-1-1

TEL：0428-31-2411

20 東京 NAスポーツクラブA-1 小泉　岳 A-1 SPEEDSTAR   2011SQUASH TOURNAMENT（大会） 30

21 東京 ルネサンス練馬高野台 青木　沙弥佳 グループレッスン、プライベートレッスン 17

22 東京 メガロス武蔵小金井 小泉　岳 DVDレッスン、プライベートレッスン、即日ガット張り 9

23 東京 メガロス町田 畑迫　一枝 グループレッスン、プライベートレッスン、ヒッテング等 13

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 2/19（土） セントラルスポーツカップ　in 八千代台 54 大会に初心者のクラブスタッフも数名参加し初心グレードが

〒276-0032 とても盛り上がった事が印象的でした。

千葉県八千代市八千代台東1-1-10　

ユアエルム5F

TEL：047-487-4466

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 2/7(月）～2/13(日） スカッシュ体験会 10 初めての方はやや少なかったですが楽しんで頂くことがで

〒275-0016 ラケットレンタル無料 きました。

千葉県習志野市津田沼5-12-4

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 2/5(土）～2/11(金） クラブスタッフによる体験レッスン 5 参加者は少なかったですが、皆さん楽しんで頂きました。

〒275-0016

千葉県千葉市中央区問屋町1-50

スカッシュコート１面でも開催できる大会には、３０名の方のご参加がありまし
た。初心者からオープン大会プレーヤーまで、とても盛り上がった大会になり
ました。

初めて単独イベントをやり、たくさんの方々とスカッシュをすることが出来、楽
しかったです。又、来年も実施できたらと思いました。

アイベックスポーツ社の小泉岳氏にレッスンをお願いしたのですが、ＤＶＤ
レッスンは外部の方も受けたいと要望があるほど人気がありました。スカッ
シャーのモチベーションアップにもつながったと思います。

初メガロス、初イベントという事もあり、緊張の１日でしたが、優しい皆様のお
かげで、乗り切る事が、出来ました。これからも笑顔になれるようなレッスン
を心がけて頑張ります。

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。

2月5日（土） 9:30～20:30

2月6日（日）
11:00～17:00

2月6日（日）
11:00～18:00

2月13日（日）
11:00～17:00

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

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

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

メガロス町田
〒194-0022
東京都町田市森野2-2-45
TEL:042-710-6500
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千葉ポートタウン7F
TEL：043-245-6161

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 2/5(土）～2/13(日） 無料レッスン実施《初めてクラス） 26 今回は、「スカッシュの輪を広げよう」を目標とし初めての

〒260-0028 特別ヒッティングパートナー 人向けに体験レッスンを行いました。お客様はもちろん、今

千葉県千葉市美浜区高洲3-23-2 までスカッシュを経験したことがないスタッフにもスカッシュを

稲毛海岸ビル 楽しんでもらう良いきっかけになったと思います。これからも

TEL：043-278-4747 スカッシュ愛好家が増えていくよう色々なイベントを行います。

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 2/7（月）～2/13(日） スカッシュラケット、ボールレンタル無料 44 無料期間中お客様に喜んでいただきました。

〒260-0028

千葉県千葉市中央区新町18-14

千葉新町ビル

TEL：043-243-8800

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 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 14 無料レッスンの参加4名。レンタルは初めてのお客様を中心

〒272-0034 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） に喜んで頂けました。

千葉県市川市市川1-3-18

TEL：047-323-2211

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 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 29 無料期間中お客様に喜んで頂きました。

〒279-0012 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

ショッパーズプラザ新浦安4F

31 関東 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 はじめてスカッシュ 15 今回はスタッフがお客様と一緒に参加し、一緒に楽しくスカッシュ

〒234-0054 2/5(土）2/12(土）11:00～11:30 18:30～19:00 する事を目的に行いました。雪などで、参加人数が少ない時もありま

神奈川県横浜市港南区港南台5-9-1 2/10(木）13:15～13:45 したが、はじめての方にもスカッシュの楽しさを知っていただけたと

TEL：045-835-2202 2/11(金）13:00～14:00スカッシュ無料体験、14:30～15:30 思います。

FAX：045-835-2207 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 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） 26 参加の方からはご好評頂きました。このようなイベントを

〒213-0001 頻繁に実施したいと思います。

神奈川県川崎市高津区溝口2-10-22

TEL：044-813-4455

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 2/7(月）～2/20（日） レンタルラケット無料・はじめてスカッシュ増枠 22 無料期間中お客様に喜んで頂きました。

〒241-0821 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

TEL：045-391-7211

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 2/1（火）～2/28（月） スカッシュスクール体験　1,050円 37 有料体験以外にも、今後は無料の初心者無料時間等を

〒244-0805 設置予定。

神奈川県横浜市戸塚区川上町97-1

TEL：045-826-2255

35 神奈川 パレット中川 播木　恭平 グループレッスン、プライベートレッスン、ヒッティング 11

36 神奈川 グランデリアスポーツ麻生 佐野　公彦 オーダーメイドレッスン・グループレッスン＆練習会 16

37 神奈川 メガロス横濱 横田　真由美 リザーブレッスン、ゲーム大会 15

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 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 120 全日本学生スカッシュ選手権大会団体戦では、全国上位の大学が集

〒223-0057 よる関東大学団体戦 まっている為、ひとつひとつの試合が白熱した試合で、すべての試合

横浜市港北区新羽町482 が見ごたえのある試合でした。この大会を機に、学生スカッシュだけで

TEL:045-306-8700 なくスカッシュ界全体を様々な方法で盛り上げていこうと思います。

39 埼玉 SQ-CUBＥさいたま 高橋　桂一 SQ-CUBＥさいたま 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） 230 SQ-CUBE CUPは230名のご参加を頂き、大盛況のうちに終えること

〒331-0823 2/11(金）～2/13(日) SQ-CUBE CUPを開催 が出来ました。又、ビジター利用に関しても大会前という事もあり、

埼玉県さいたま市北区日新町2‐1916‐8 多数の方にご利用いただきました。

沢山の方々にスカッシュを楽しんで頂き、より一層メンバー同士の交流を深
めて頂きたかったので、ゲーム大会を実施。参加者レベルは、選手権レベル
のプレイヤーからスカッシュを始めて半年位のビジナープレイヤーまで幅広
い層の方々に参加して頂きました。ハンディキャップを付け総当り戦でおこな
えたので運動量は沢山あったようです。皆様から「定期的に行って欲しい」と
いう意見を頂きました。初めてで少ない人数でしたが、今後も定期的に実施
しスカッシュの雰囲気作り及び底辺拡大に努めたいと思います。

雪の降り積もる中、レッスンを受けに来てくださり嬉しかったです。皆さん、と
ても明るく楽しいレッスンが出来ました。今回のレッスンで、新たな発見、新た
な刺激を提供できたなら幸いです。

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

日頃からレッスンを受けてくださっているお客様と初めて参加されるお客様と
でゲームを入れながらのグループレッスンで楽しくスカッシュが出来ました。
又、プライベートレッスンでも多くの皆様に受講していただきスカッシュ漬けの
１日を過ごさせていただいたと思います。

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

2/5(土）2/10(木）2/11(金）
2/12(土）

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6日（日）
11:00～17:30



２０1１年スカッシュウィーク実施会場

地区 都道
府県

団体名 担当者 内容 参加人数 感　　　　　想会場 日時

イスタ！日進３Ｆ

TEL：048-669-8700

40 関東 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 2/5(土）～2/13(日） ・コート＆ラケットレンタル代無料 25 参加者は少なかったですが、皆さん楽しんで頂きました。

〒341-0021

埼玉県三郷市さつき平2-1-1

TEL：048-959-3033

41 埼玉 メガロス草加 田邊　範泰 スカッシュウイークフレンドリーマッチ 15

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 2/1(火）～2/13(日） スカッシュ無料体験、SQスクール無料体験 19 無料期間中お客様に大変喜んで頂きました。

〒317-0073 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

あおば生命ビル5F

TEL：0294-24-3345

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 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） 32 今後も引き続き体験を実施しＳＱを盛り上げていきたいと

〒321-0964 クラブスタッフによるHPレッスン特別枠設定 思います。

栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6

西口ビル10F

TEL：028-627-1321

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 スカッシュゲームパーティー（ミニゲーム大会） 12 佐野ナショナルコーチの特別レッスンイベントがあり、ゲー

〒411-0903 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 ムパーティーには佐野コーチも参加され盛況でした。

静岡県駿東郡清水町堂庭262 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。 イベントは対戦相手をランダムにするため、くじ引きを行い、

TEL:055-976-9300 PAR7の１ゲームマッチで行われました。佐野コーチとは全

佐野公彦 プライベートレッスン、ＤＶＤレッスン、グループレッスン 員がゲームできて大満足!

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 2/6（日）13:00～17:00 SQ-CUBE PRO坪郷雅史さんによるイベント 31 今回78歳の方もご参加頂きました。SQ-CUBE所属の坪郷

〒420-0031 13:00～17:00 5分間無料ヒッティングパートナー コーチ孤軍奮闘による4時間連続ヒッティングパートナー!!

静岡県静岡市葵区呉服町1-3-14 10 x 4H 計40本のヒッティングパートナーを行います。 5分間無料ヒッティングパートナーを1時間10本を4時間、計

YS静岡呉服町ビル3F～6F （1時間に10分のインターバル有り） 40本をこなし、このイベント後、坪郷コーチとSQ-CUBEの塚

TEL:054-273-7070 田耕平さんとエキシビションマッチが行われ盛り上がった。

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 2/7(月）～2/13(日） スクール生無料体験ＰＲ 20 スカッシュの参加人数が全体的に減っているように感じます

〒465-0095 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

日産アブリーテ3F

TEL：052-776-1700

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 スカッシュラケット・ボールレンタル無料 26 基本が学べたので喜んで頂けました。今後も定期的に実施

〒461-0004 有料マンツーマンレッスン実施 予定です。

愛知県名古屋市東区葵3-15-31

住友生命千種ニュータワービル

TEL：052-931-7900

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 2/10(木）～2/15(火） レンタルラケット・ボールが無料 33 参加者は少数でしたが、楽しんでされていました。

〒920-0853 期間中ヒッテゥングパートナー実施（20分無料） 愛好者が増える様、今後も活動して参ります。

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

TEL:076-260-1306

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 2/7（月）～2/16(日）16(水） スカッシュスクール体験(1,050円） 15 体験者でフィットネスに入会頂いた方がいらっしゃつたので

〒500-8856 レンタル用品無料（ラケット・ボール） 良かったです。

岐阜県岐阜市橋本町2-8

濃飛ニッセイビル1・2・3F

TEL：058-252-1002

50 中部 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 2/7（月）～2/13(日） 期間中、有料ヒッティングパートナー実施 36 ＨＰは普段設定していない為、インストラクターと一緒に楽

〒390-0815 しく練習して頂きました。

長野県松本市深志2-5-26

松本第一ビル

TEL：0263-34-5123

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 2/5（土）～2/13(日） ・スカッシュラケット、ボールレンタル無料 24 午前中に会員様ご利用が増え、少しでもスカッシュの認知

〒559-0006 に貢献できたと思われます。

大阪府大阪市住之江区西住之江

1-1-21

初めて試合に触れ合うお客様が多く見られ、不安感もありましたが、スタッフ
や参加者の皆様の協力もあり、楽しく活気ある大会となりました。参加者以
外の方も興味深々で、コートを見られる姿も多々あり、スカッシュを知る良い
機会を作れたと思います。

2/5(土） 15:00～16：40

2/7（月）～2/13(日）

2月5日（土）
12:00～18:00

2/5(土） 11:00～19：00

メガロス草加
〒340-0014
埼玉県草加市住吉1-7-7
TEL:048-924-7700
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TEL：06-6671-1051

52 大阪 スポーツクラブルネサンス住之江 山谷 住之江チャレンジＣＵＰ 22 1部はスカッシュ歴1年未満の主婦が参加、2部は男性と女性

鈴木由美子 〒550-0024 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 のスカッシュ歴のある方の参加の男女混合リーグ戦を実施の参加の男女混合リーグを実施。

大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1 （リーグ戦） 1部は、ワクワクしながら初試合を体験し、2部は尼崎クラブ

との交流を深め、鈴木コーチの解説を加え楽しみました。

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 2/9(水）～2/15(火） スクール無料体験、レンタルラケット無料 22 無料期間中お客様に喜んで頂きました。

郡司 〒733-8624

広島県広島市西区草津新町2-26-1

アルパーク東棟5F

TEL：082-501-1113

54 岡山 ＰＲＥＧＯ 長行　美保 ＰＲＥＧＯ ・スカッシュコート利用料無料 93 最近、スカッシュコートの利用が低迷していましたが、今回

〒712-8007 のスカッシュウイーク期間は盛況でした。

岡山県倉敷市鶴の浦2-2

TEL：086-444-0100

FAX：086-444-0099

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 2/5（土）～2/13(日） ・外部向け体験レッスン 2/5～2/13 スカッシュを体験して、1人でもスカッシュを始めることにつ

〒813-0006 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 延185 ながることを狙いに、初心者向けのイベントを多めに設けま

福岡県福岡市東区御島崎2-6-1 ・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） 2月11日 した。いつもより、多くの方に、ご参加を頂き楽しんでいただ　

TEL：092-663-0566 延25 けました。今後もジュニア向けイベント等も企画していきます。

FAX：092-663-0576

56 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 2/5（土）～2/13(日） ・プロコーチによる無料体験 9 雪がたくさん降って外は寒かったけれど、コートの中では、

〒812-0032 ・コート無料体験 ウイーク期 熱気があり、初めての４年生の男の子は頑張ってくれそう

福岡県福岡市博多区石城町21‐ 22 間中利用 でした。

TEL：092-282 -9336 体験者18

FAX：092-282 -9336 名

日曜休館のため

2/11(金・祝）13:00～18:30

TEL:06-6684-2323

2/5(土）～2/12(土）

スポーツクラブルネサンス住之江


