
半面コート 半面コート 半面コート 半面コート 半面コート 半面コート

8:00～

IN AD BA IN BA 　AC  BA 　AC  レンタルコート IN AD 9:00 AD AC ジュニア1

中級 中上級 初中級 中級 初中級 上級 初中級 上級 お一人様 中級 中上級 グリーン1 中上級 上級 齋藤(蒼)

河野 猪山 渡辺 河野 河野 山根 渡辺 山根 330円/1時間 渡辺 嶋谷 泉 嶋谷 河野
9:10～

10:10

オレンジ1

OPBE BA INAD レンタルコート OPBE IN AD レンタルコート IN AD IN AD IN AD IN IN AD AD 泉 BA AD OPBE IN
デビュー 初中級 中級 お一人様 デビュー 中級 中上級 お一人様 中級 中上級 中級 中上級 中級 中上級 中級 中級 中上級 中上級 10:10～ 初中級 中上級 デビュー 中級
猪山 河野 嶋谷 330円/1時間 渡辺 河野 斉藤 330円/1時間 渡辺 山根 河野 嶋谷 渡辺 山根 猪山 渡辺 山根 嶋谷 　11:10 渡辺 河野 嶋谷 斉藤

受け放題 受け放題 レッド 受け放題

猪山
IN 11:20～ 11:20～

IN AD BA AD OPBE BA BA AD 中級 OPBE  AC 12:50 　12:20 IN AD BA AD
中級 中上級 初中級 中上級 デビュー 初中級 初中級 中上級 渡辺 デビュー 上級 BA オレンジ1 中級 中上級 初中級 中上級
猪山 嶋谷 渡辺 斉藤 渡辺 嶋谷 猪山 山根 渡辺 嶋谷 初中級 齋藤(蒼) 渡辺 斉藤 嶋谷 河野

受け放題 受け放題 猪山
11:55～

　12:55

BAIN レンタルコート レンタルコート AC IN AD レンタルコート レンタルコート BA AD グリーン1 グリーン2 OPBE AD レッド

初中級 お一人様 お一人様 上級 中級 中上級 お一人様 お一人様 初中級 中上級 渡辺 嶋谷 デビュー 中上級 森島
河野 550円/1時間 550円/1時間 河野 山根 斉藤 550円/1時間 550円/1時間 泉 山根 渡辺 齋藤(蒼) 13:00～

齋藤(蒼) 受け放題 　14:00

14:00～ オレンジ1

　15:10 森島
BA IN ジュニア1 IN AD AC 14:10～

初中級 中級 猪山 中級 中上級 上級 　15:10

オレンジ1 オレンジ1 レッド オレンジ2 オレンジ1 渡辺 嶋谷 山根 嶋谷 斉藤 オレンジ2

河野 河野 渡辺 河野 河野 齋藤(蒼) 15:30～ 河野
レッド オレンジ1 レッド 　16:30

渡辺 嶋谷 渡辺 オレンジ2

IN AC レンタルコート 猪山 AD AC
17:10～ 中級 上級 1面/1時間 中上級 上級 オレンジ1 グリーン1

オレンジ1 グリーン1 グリーン2 レンタルコート オレンジ2 グリーン1 オレンジ1 グリーン2 レッド オレンジ1 グリーン1 グリーン2 18:20 オレンジ1 グリーン1 グリーン2 レンタルコート 山根 斉藤 2,750円 レンタルコート 齋藤(蒼) 嶋谷 森島 渡辺
嶋谷 河野 森島 1面/1時間 河野 渡辺 嶋谷 斉藤 （代行） 嶋谷 渡辺 河野 ジュニア1 渡辺 泉 嶋谷 1面/1時間 1面/1時間

2,200円 （半面） 齋藤(蒼) 斉藤 2,200円 2,750円

17:00～

OPBE AD AD レンタルコート BA IN AD 　18:10

18:20～ 18:20～ デビュー 中上級 中上級 1面/1時間 初中級 中級 中上級 ジュニア2

グリーン2 ジュニア1 ジュニア2 　　19:20 ジュニア1 ジュニア2 レンタルコート 　19:20 ジュニア1 ジュニア2 レンタルコート グリーン1 グリーン2 ジュニア1 齋藤(蒼) 嶋谷 斉藤 2,750円 山根 渡辺 斉藤 河野
森島 嶋谷 斉藤 グリーン1 嶋谷 斉藤 1面/1時間 グリーン1 河野 嶋谷 1面/1時間 渡辺 河野 嶋谷 受け放題

（代行） 2,200円 渡辺 齋藤(蒼) 2,200円

AD GAC
中上級 上級

OPBE BA IN AD  OPBE BA INAD レンタルコート BA AD IN レンタルコート INAD ADAC レンタルコート レンタルコート 斉藤 嶋谷
デビュー 初中級 中級 中上級 デビュー 初中級 中級 1面/1時間 初中級 中上級 中級 1面/1時間 中級 中上級 1面/1時間 1面/1時間

森島 嶋谷 山根 斉藤 嶋谷 渡辺 森島 2,200円 渡辺 齋藤(蒼) 斉藤 2,200円 嶋谷 河野 2,200円 2,200円

受け放題 受け放題

BA AD  TO レンタルコート IN レンタルコート ADAC レンタルコート IN AD AC レンタルコート OPBE BA レンタルコート レンタルコート

初中級 中上級 最上級 1面/1時間 中級 1面/1時間 中上級 1面/1時間 中級 中上級 上級 1面/1時間 デビュー 初中級 1面/1時間 1面/1時間

嶋谷 山根 斉藤 2,200円 嶋谷 4,400円 森島 2,200円 齋藤(蒼) 嶋谷 斉藤 2,200円 河野 嶋谷 2,200円 2,200円

受け放題

21:10～22:40 21:10～22:40 21:10～22:40

　　最上級（TO）

9

21:10～22:40 21:10～22:40

9

21:10～22:40

8

1９:35～21:05 1９:35～21:05

8

1９:35～21:05 1９:35～21:05

　運動塾クラス（子供）

　　レッド（小学1年～2年）

　　オレンジ（小学3年～4年）

　　グリーン（小学5年～6年）

　　ジュニア（中学生～高校生）

21:10～22:40 21:10～22:40

16:20～17:50 15:30～17:00

17:00～18:30

7

18:20～19:20 18:20～19:30

7

18:20～19:30 18:20～19:30 18:20～19:20 18:20～19:30

8
1９:35～21:05 1９:35～21:05 1９:35～21:05 1９:35～21:05 　　初中級（BA）

　　中級（IN）

19:40～21:10 　成人クラス

　　デビュー（OPBE）未経験・ブランクがある方

　　中上級（AD）

　　上級（AC）

15:40～16:40

6

17:10～18:10 17:10～18:10

6

17:10～18:10 17:10～18:10 17:10～18:10 17:10～18:10 17:10～18:10

7

18:00～19:30 18:00～19:30

6

5

16:00～17:00
休館日

5

16:00～17:00 16:00～17:00

プライベートレッスン お一人様3,300円/30分 プライベートレッスン お一人様3,300円/30分 プライベートレッスン お一人様3,300円/30分

レンタルコート お一人様6,600円/1時間 レンタルコート お一人様6,600円/1時間 レンタルコート お一人様6,600円/1時間

14:00～16:00

プライベートレッスン プライベートレッスン プライベートレッスン

11:00～12:30 11:00～12:30

16:00～17:00

お一人様6,600円/1時間

5

14:40～16:10 14:00～15:30

お一人様3,300円/30分

12:30～14:00

4

13:00～14:30 13:00～14:00

プライベートレッスン

3

12:25～13:55

4

14:00～15:30

4

14:00～15:30 14:00～15:30

12:25～13:40

10:50～12:20 10:50～12:05 10:50～12:20 10:50～12:05

2

9:40～11:10

レンタルコート レンタルコート レンタルコート レンタルコート

3

11:20～12:50

お一人様330円/1時間 お一人様330円/1時間

3

12:25～13:55 12:25～13:55 12:25～13:55

お一人様330円/1時間 お一人様330円/1時間

2

10:50～12:20 10:50～12:05

2

10:50～12:20 10:50～12:05

8:20～9:30

レンタルコート レンタルコート レンタルコート

お一人様330円/1時間 お一人様330円/1時間 お一人様330円/1時間

9:15～10:45 9:15～10:45 9:15～10:30

1

8:00～9:30 8:00～9:30

9:30～11:00 9:30～11:00

12:10～ 12:10～ 12:10～

アウトドアコート インドアコート アウトドアコート インドアコート アウトドアコート

1

9:15～10:45 9:15～10:45

1

9:15～10:45 9:15～10:45 9:15～10:45

月・水木金　9:00～21:30（手続き10:00～20:30）

テニス直通047-475-2118
テニスフロント営業時間

平日　11:30～12:00（フロント休憩時間）
土・日　9:00～16:00（手続き10:00～15:00）

レンタルコート・プライベート料金は全て税込価格です。

コナミスポーツクラブ津田沼　テニススクール　タイムスケジュール
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

インドアコート アウトドアコート インドアコート アウトドアコート インドアコート アウトドアコート インドアコート


