
9:00 中・中上 魚住 初中 古谷 初中 古谷 初・初中 正木 中 古谷 8:00 中上・上(12名クラス) 正木 中 葛巻

∫ 中上・上 新倉 中・中上 鈴木 中 新倉 中 葛巻 中・中上 葛巻 ∫ ﾋｯﾃｨﾝｸﾞ初中～上 古谷 中上・上 新倉

10:30 中上・上 大谷 中・中上 葛巻 中上・上 大谷 9:30 Jr.中級 葛巻 上 佐藤

10:45 初中 魚住 初・初中 大谷 初・初中 葛巻 初中 葛巻 初・初中 葛巻 9:40 初・初中 古谷 初中 新倉

∫ 中・中上 新倉 中 古谷 中・中上 新倉 中・中上 大谷 中 古谷 中 魚住 中 古谷

12:15 ﾚﾃﾞｨｰｽｹﾞｰﾑ中･中上 大谷 中上・上 鈴木 中・中上 古谷 中上・上 正木 中上・上 佐藤 中上･上 正木 中上 葛巻

13:00 ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾗｽ 葛巻 中上・上 正木 11:10 Jr.初級 葛巻

∫ 11:30 中 古谷 初中･中(11:20～12:50) 古谷

14:30 中上・上 佐藤 ∫ 中上･上 魚住 中上(11:20～12:50) 葛巻

14:45 ｹﾞｰﾑｸﾗｽ中・中上 正木 13:00 ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾗｽS 正木

∫ 13:00 Jr.初中級 葛巻 Jr.初中級 山野

16:15 ∫ Jr.中級 魚住 Jr.中級 正木

16:30 Jr.中級(小６以下) 正木 Jr.初級 魚住 Jr.初級 古谷 Jr.初中級 正木 Jr.初級 魚住 14:30

∫ 小学生選抜 魚住 Jr.初中級 古谷 Jr.初中級 葛巻 Jr.中級(小６以下) 葛巻 Jr.初中級 葛巻 14:40 初・初中 正木 初心・初 正木

18:00 Jr.中級(小６以下) 魚住 Jr.中級(小６以下) 古谷 ∫ Jr.初級 葛巻 中 古谷

18:05 魚住 Jr.中級(小５以上) 古谷 Jr.中級(小５以上) 山野 Jr.中級(小５以上) 葛巻 Jr.中上級 正木 16:10 Jr.初級 葛巻

正木 Jr.中上級 山野 魚住 鈴木 魚住 16:20 鈴木 Jr.中上級 葛巻

Jr.上級 鈴木 葛巻 正木 葛巻 ∫ 正木 魚住

17:50 正木

19:35

19:35 初中・中 鈴木 ﾋｯﾃｨﾝｸﾞ初中～上 葛巻 中・中上 正木

21:05 中上・上 新倉

※担当コーチがお休みの場合、コーチ代講・合同レッスンもしくは休講とさせて頂きます。
※２名以下のレッスンの場合は、レッスン時間が３０分短縮となります。９０分クラスは６０分、１２０分クラスは９０分となります。
※一般クラス定員は、平日の初心～初中級は１０名、中～中上級は８名です。土日は全クラス１０名です。（場合によって定員を変更することがあります）

※Jr.クラス定員は、親子クラス８組、Jr.初級１０名、Jr.初中級とJr.中級は１２名、Jr.中上級とJr.上級は１０名、チーム葉山は３０名です。（場合によって定員を変更することがあります）

※天候等によりコートを変更する場合があります。

※悪天候による中止決定は、原則としてレッスン開始３０分前とさせて頂きます。

※前日が悪天候の場合、レッスンが中止になる場合がございますので、ServiceAce（オンラインシステム）でご確認の上ご来場下さい。

※各月の１２日に翌月分のレッスン料が口座より引落としとなります。

※５週ある月の５週目も定期クラスとなります。その月の受講料のみ裏面記載の料金に変更となりますので予めご了承下さい。（年間３回～４回）

※夏休み、葉山カップ、年末年始のスクール営業は休講となりますので、４週目、５週目分は別日に振替受講をされますようご了承下さい。

※振替は家族間で消化できます。振替チケットの移動を希望される方はフロントまたはお電話にてお手続き下さい。尚、受講料に違いがある場合は差額をお支払い下さい。

チーム葉山
(18:00～20:00)

チーム葉山
(16:20～18:20)

チーム葉山高校生
(18:30～20:30)

魚住

∫

チーム葉山
(18:00～20:00)

チーム葉山
(18:00～20:00)

チーム葉山
(18:00～20:00)

チーム葉山
(16:20～18:20)

親子クラス
(15:30～16:20)

魚住
親子クラス

(15:30～16:20)
魚住

葛巻

ﾚﾃﾞｨｰｽﾄｰﾅﾒﾝﾄS
(13:30～15:30)

正木
初中・中ﾀﾞﾌﾞﾙｽｸﾗｽ

(13:10～14:40)
古谷

ﾚﾃﾞｨｰｽｹﾞｰﾑ中上･上
(13:30～15:00)

大谷
ﾚﾃﾞｨｰｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ
(13:30～15:30)

鈴木
初心･初

(12:30～14:00)

土 日

∫

月 火 水 木 金

２０２３．１改訂版

葉山TC

スクール時間割り表



２０２２．９改訂版（消費税１０％表記）

※５週ある月の５週目も定期クラスとなります。その月の受講料のみ上記の料金に変更となりますので

　 予めご了承下さい。（年間３回～４回）

※スクールチケットは、定期クラスを受講されている一般クラスの方とJr.中～上級の方のみ購入できます。

※定期クラスより金額が高いクラスに振り替える場合は差額が発生します。

※対象年齢はあくまでも目安です。コーチの判断で他クラスを選択して頂く場合もあります。

※チーム葉山をご希望の方は、魚住（チーム葉山ヘッドコーチ）にご相談下さい。

スクールチケット（一般クラス受講の方）

スクールチケット ４枚 ７，７００円

１０～１８才

３０名 １２０分

週６回 ４４，０００円 変更なし

１５～１８才 月１２回 ２７，５００円 変更なし

１２，１００円 １５，１２５円 チーム葉山（Jr.選手育成１０～１８才）

ビジター １回 ４，１２５円

チーム葉山

ヒッティングクラス １０名 ９０分 ４回（週１回）

ダブルスクラス ８名 ９０分 ４回（週１回） １２，１００円 １５，１２５円

１回 ４，１２５円

４回（週１回）
１６，５００円(５回) ２０，６２５円(７回)

１８，７００円(７回) ２３，３７５円(９回)
ビジター

スクールチケット４枚 ７，７００円

レディースゲームクラス ６名 ９０分

土日４回（週１回） １１，０００円 １３，７５０円

シングルスクラス

レディーストーナメント ８名 １２０分

４回（週１回） １２，１００円
＋毎レッスン５５０円

１５，１２５円
＋毎レッスン５５０円

平日６名
土日８名

９０分

１１～２２才 １０名 ９０分

平日４回（週１回） １１，０００円 １３，７５０円

スクールチケット４枚 ７，７００円
土日・ナイター

１０名 ８回（週２回） ２４，２００円
２７，２２５円（９回）

３０，２５０円(１０回)

Jr.中上級
Jr.上級

２４，７５０円(１０回)
４回＋フリー

平日（中・中上・上級）
８名

９０分

４回（週１回）

８回（週２回） １６，５００円 変更なし

８回（週２回） １９，８００円
２２，２７５円（９回）

２３，１００円 変更なし

１２，１００円 １５，１２５円

平日（初心・初・初中級） １０名 ９０分

４回（週１回） ９，９００円

１２名 ９０分

４回（週１回） １１，０００円 １３，７５０円

時間 コース（回数） 受講料 ５週ある月

Jr.中級
小学生選抜

※小学生選抜は毎レッスン
1,100円お支払い下さい

９～１５才

１２，３７５円

６～９才
７～１２才

１０名
１２名

９０分

４回（週１回） ８，８００円 １１，０００円

４回＋フリー １５，４００円 変更なし

入会金　　　５，５００円 事務手数料　　　３，３００円

Jr.初級
Jr.初中級一般クラス

クラス 定員

受講料 ５週ある月

親子クラス
３～６才

（小学生未満）
８組 ５０分 ４回（週１回）

入会から６ヶ月
５，５００円

以降は８，８００円

入会から６ヶ月
６，８７５円

以降は１１，０００円

葉山TC
Jr.クラス（３～２２才）

スクール定員・時間・料金表 クラス 対象年齢（目安） 定員 時間 コース（回数）


