
福井市テニス協会　　　

会長　　　　松宮　実

1 主 催 福井市テニス協会

2 会 場 福井市西体育館　（福井市飯塚町10-8）

3 日 時 下記の土曜日　１７：００～１７：５０

4 日 程 ５月　　 １３．２０日

８月 １９日

９月 ２．９日 計５回

5 参加資格 幼稚園年長～小学2年生

募集人員 ＊申込多数の場合は抽選とさせていただきます。

6 持 ち 物 テニスシューズ・キッズテニス用ラケット(屋内時は内履きシューズ）

＊ラケット希望者はご相談ください。

7 申込方法 ４月２１日（金）までに福井市テニス協会ホームページ

ジュニアキッズ教室エントリーフォームより申し込みしてください。

福井市テニス協会HPアドレスhttp://fcta.web.fc2.com
参加者リスト ※ ４月２９日(土）以降に福井市テニス協会ホームページに掲載します。

8 受 講 料 ４,０００円　（スポーツ保険料込）

※参加者リスト確認後、5月8日までに下記の口座までご入金ください。

（振込手数料はご負担願います。）

（振込先）福井信用金庫　本店営業部

（口座番号） 普通　４１０３０２２　

（口座名）福井市テニス協会ジュニア委員会　安間保行（ヤスマヤスユキ）

9 問合せ 〒9100026　福井市光陽３－１０－７　ヤスマグリーンテニスクラブ内

福井市テニス協会ジュニア委員会　　細川広乃　宛　ＴＥＬ0776-25-2844

３０名程度

平成２９年３月

2017福井市テニス協会

　今年度も福井市テニス協会主催のキッズテニス教室を開催いたします。

　この教室は、ラケットやレッドボールを使って楽しみながら体を動かし、テニスに興味をもって

もらうことを目的としています。一緒に楽しく元気に運動しましょう。

キッズテニス教室参加者募集のお知らせ



福井市テニス協会　　　

会長　　　　松宮　実

1 主 催 福井市テニス協会

2 会 場 福井市わかばテニスコート　（福井市飯塚町10-8）

3 日 時 下記の土曜日　１８：００～１９：００　

4 日 程 ５月　　　　　１２日　　１９日　　２６日　　　　　1３．２０．２７日

６月　　　　１０．２４日

７月　　　　　７日　　　２１日　　２８日１日

８月　　　　１９．２６日

９月　　　　　７日　　　２１日　　２９日２．９日 計１０回

＊雨天中止・・・・・予備日はありません。

（天候不良時は１７：００頃に決定いたします。福井市テニス協会ホームページ

Facebookページにてお知らせしますのでご確認ください。）

5 参加資格 小学３年・４年・５年・６年生

募集人員 ＊申込多数の場合は抽選とさせていただきます。

6 持 ち 物 テニスシューズ・テニスラケット（硬式用）

＊ラケット・シューズ希望者はご相談ください。

7 申込方法 ４月２１日（金）までに福井市テニス協会ホームページ

ジュニアキッズ教室エントリーフォームより申し込みしてください。

福井市テニス協会HPアドレスhttp://fcta.web.fc2.com
参加者リスト ※ ４月２９日(土）以降に福井市テニス協会ホームページに掲載します。

8 受 講 料 ６,０００円　（スポーツ保険料込）

※参加者リスト確認後、5月8日までに下記の口座までご入金ください。

（振込手数料はご負担願います。）

（振込先）福井信用金庫　本店営業部

（口座番号） 普通　４１０３０２２　

（口座名）福井市テニス協会ジュニア委員会　安間保行（ヤスマヤスユキ）

9 問合せ 〒9100026　福井市光陽３－１０－７　ヤスマグリーンテニスクラブ内

福井市テニス協会ジュニア委員会　　細川広乃　宛　ＴＥＬ0776-25-2844

５０名程度

平成２９年３月

2017福井市テニス協会

ジュニアテニス教室参加者募集のお知らせ

　今年度も福井市テニス協会主催のジュニアテニス教室を開催いたします。

この教室は、初心者の子供たちにテニスに親しんでもらい、楽しさを知ってもらうことを目的としています。

これをきっかけに生涯スポーツであるテニスを続けてもらえたら幸いです。



名前 ふりがな クラス 名前 ふりがな クラス

青木　涼太朗 あおき　 りょうたろう キッズ 赤間　勇紀 あかま　ゆうき ジュニア

秋山　夕莉 あきやま　ゆうり キッズ 安實　祥太 あんじつ　しょうた ジュニア

浅岡　くるみ あさおか　 くるみ キッズ 石原　拓武 いしはら　 たくむ ジュニア

石原　朱莉 いしはら　 あかり キッズ 伊東　孝将 いとう　こうすけ ジュニア

加賀　梢恵 かが　こずえ キッズ 岩佐　楽人 いわさ　 がくと ジュニア

北　柚貴 きた　ゆずき キッズ 岩佐　輪人 いわさ　 りんと ジュニア

近藤　瑞 こんどう　 みずき キッズ 岡本　陽輝 おかもと　 はるき ジュニア

佐々木　琉衣 ささき　 るい キッズ 岡本　悠希 おかもと　 ゆうき ジュニア

佐藤　壮眞 さとう　そうま キッズ 小谷　季 おだに　 とき ジュニア

嶋崎　結衣 しまさき　ゆい キッズ 加川　友梨 かがわ　ゆり ジュニア

白﨑　美季 しらさき　 みき キッズ 北野　遙斗 きたの　はると ジュニア

末広　泰智 すえひろ　 たいち キッズ 小林　雅直 こばやし　 まさなお ジュニア

末広　真登 すえひろ　 まさと キッズ 近藤　響 こんどう　 ひびき ジュニア

田川　陸人 たがわ　 りくと キッズ 坂下　柚月 さかした　ゆづき ジュニア

竹沢　綾乃 たけざわ　あやの キッズ 坂下　諒輔 さかした　りょうすけ ジュニア

田嶋　陸人 たじま　りくと キッズ 坂田　光陽 さかた　 こうよう ジュニア

田辺　涼音 たなべ　りお キッズ 佐々木　喬彬 ささき　たかあき ジュニア

塚倉　陸 つかくら　りく キッズ 笹木　悠真 ささき　 ゆうま ジュニア

土田　一葉 つちだ　 かずは キッズ 清水　凛々子 しみず　りりこ ジュニア

野村　悠月 のむら　ゆづき キッズ 下中　大雅 しもなか　 たいが ジュニア

藤田　恵徳 ふじた　あやのり キッズ 下中　理央奈 しもなか　 りおな ジュニア

前田　結凪 まえだ　ゆな キッズ 白﨑　太一 しらさき　 たいち ジュニア

松山　寛昇 まつやま　ひろと キッズ 田川　優成 たがわ　 ゆうせい ジュニア

宮越　祈里 みやごし　いのり キッズ 附木　和泉 つけぎ　いずみ ジュニア

村田　優人 むらた　 ゆうと キッズ 土田　佳蓮 つちだ　 かれん ジュニア

山村　柚月 やまむら　ゆづき キッズ 土肥　美結 どひ　みゆう ジュニア

吉川　友彩 よしかわ　 ゆうあ キッズ 土肥　優真 どひ　ゆうま ジュニア

吉田　耕基 よした　 こうき キッズ 西元　碧 にしもと　あおい ジュニア

吉田　唯人 よしだ　 ゆいと キッズ 野村　星菜 のむら　 せな ジュニア

福山　圭人 ふくやま　 けいと ジュニア

福山　千絵 ふくやま　 ちえ ジュニア

増永　直矢 ますなが　なおや ジュニア

宮下　啓輔 みやした　 けいすけ ジュニア

村上　心優 むらかみ　みゆう ジュニア

森　奏人 もり　 かなと ジュニア

鷲崎　寛幸 わしざき　ひろゆき ジュニア

渡邊　陽梨 わたなべ　 ひより ジュニア

渡辺　優樹 わたなべ　ゆうき ジュニア

２017福井市キッズ＆ジュニアテニス教室　エントリーリスト


