
一般 クラス対抗戦(参加無料) 

クラスのみんなと 
楽しくテニスしよう!! 



レベル別に行うチーム対抗戦です。 
右図のように 
コーチの球出しから 
1P交代でダブルスを行います。 
時間内にたくさんの点数を 
取りましょう。 
全チームと勝負し 
合計ポイントが最も多いチーム 
の優勝です！！ 
 

 
※参加人数によってルールを変更する場合がございます。 
 あらかじめご了承ください。 

クラス対抗戦とは... 





白組 赤組 
  Ａ チーム      日ＭＩ 
  細井コーチ 

  Ｂ チーム      日Ｉ 水 中高Ｊｒ 
  川合コーチ 

  Ｃ チーム      月Ｂ 火Ａ 金Ａ・Ｄ 
  西勝コーチ 

  Ｄ チーム      火Ｇ 水Ｇ・Ｈ 木Ｇ 
  牧野コーチ 

  Ｅ チーム      土Ｊ・Ｍ・Ｏ ＦＴ 
  鈴木コーチ 

  Ａ チーム      火ＭＡ・Ｃ 木ＭＡ 水Ｂ・Ｄ 
  井坂コーチ 

  Ｂ チーム      月Ａ 木Ａ 金ＭＡ・Ｂ 
  谷村コーチ 

  Ｃ チーム      木Ｇ初心 土Ｌ・Ｉ 
  佐々木コーチ 

  Ｄ チーム      日Ｌ・Ｊ・Ｋ 
  本多コーチ 

  Ｅ チーム      月Ｃ 火Ｄ 土Ｎ 
  山口コーチ 





白組 赤組 

 Ａ チーム                 月ＭＡ・Ｃ 水Ｂ 
 谷村コーチ  木Ａ 金Ａ 

 Ｂ チーム                   火Ａ・Ｂ 
 山口コーチ           

 Ｃ チーム                火Ｄ 水Ｃ 金Ｃ  
 佐々木コーチ         木Ｃﾗﾘｰ・初中  

 Ａ チーム      月Ａ・Ｂ ＦＴ 
 西勝コーチ            

 Ｂ チーム        木Ｂ・Ｄ 
 井坂コーチ           

 Ｃ チーム       金ＭＡ・Ｂ  
 大寶コーチ 





白組 赤組 

 Ａ チーム      水Ｈ 木Ｆ 金Ｇ  
 細井コーチ 

  Ｂ チーム       月Ｇ 火Ｇ 
 牧野コーチ         

  Ｃ チーム       火Ｈ 金Ｆ 

 市川コーチ   

 Ａ チーム      中高生Ｊｒ 
 佐々木コーチ            

  Ｂ チーム        水Ｆ Ｇ 
 井坂コーチ           

  Ｃ チーム       月Ｈ ＦＴ 
 谷村コーチ  





白組 赤組 

  Ａ チーム      土Ｉ・Ｏ 
 佐々木コーチ            

  Ｂ チーム        土ＭＩ・Ｋ 
 山口コーチ            

  Ｃ チーム       土Ｊ 
 鈴木コーチ            

 Ａ チーム      土Ｌ 
 西勝コーチ           

  Ｂ チーム        土Ｍ ＦＴ 
 川合コーチ          

  Ｃ チーム       土Ｎ・Ｐ 
 市川コーチ  





白組 赤組 

  Ａ チーム      日Ｉ 
 細井コーチ            

  Ｂ チーム        日Ｋ 
 本多コーチ            

  Ｃ チーム       日Ｍ ＦＴ 
 大寶コーチ            

 Ａ チーム      日Ｎ 
 井坂コーチ           

  Ｂ チーム        日Ｌ 
 牧野コーチ          

  Ｃ チーム       日ＭＩ・Ｊ 
 川合コーチ  





白組 赤組 

 Ａ チーム      月Ａ 金ＭＡ 
 佐々木コーチ 

  Ｂ チーム        月Ｂ 
 山口コーチ           

  Ｃ チーム       火ＭＡ・Ａ・Ｂ  
 鈴木コーチ  

 Ａ チーム                 水Ａ 木ＭＡ  
 大寶コーチ  金Ａ     

  Ｂ チーム        木Ｂ 
 本多コーチ            

  Ｃ チーム       木Ａ 金Ｂ ＦＴ  
 谷村コーチ   





白組 赤組 

 Ａ チーム             水Ｃ上級 火Ｃ上級 

 川合コーチ    ＦＴ上級 

  Ｂ チーム              火Ｄ中級 木Ｃ中級 

 山口コーチ            

  Ｃ チーム             火Ｃ中級 水Ｃ中級  
 谷村コーチ     ＦＴ 

 Ａ チーム              木Ｂ上級  
 大寶コーチ             

  Ｂ チーム               月Ｃ中級 金Ｄ中級 

 西勝コーチ            

  Ｃ チーム              水Ｄ女中 金Ｃ中級  
 本多コーチ    





白組 赤組 

 Ａ チーム      土Ｉ・Ｌ・Ｏ  
 谷村コーチ 

  Ｂ チーム        土Ｎ・Ｐ 
 西勝コーチ           

  Ｃ チーム       日Ｍ・Ｋ  
 大寶コーチ  

 Ａ チーム      日Ｉ・Ｊ・Ｌ  
 本多コーチ            

  Ｂ チーム        土Ｋ・土Ｍ ＦＴ 
 鈴木コーチ            

  Ｃ チーム       土Ｊ 日Ｎ  
 川合コーチ    





白組 赤組 

 Ａ チーム                 水Ｆ・Ｇ・Ｈ中級 

 鈴木コーチ   

  Ｂ チーム                  日Ｎ ﾄｰﾅﾒﾝﾄ  

 井坂コーチ  ＦＴ上級 

  Ｃ チーム                   火Ｈ上級 木Ｈ上級  
 佐々木コーチ  土Ｐ上級  中高生Ｔ 

 Ａ チーム            月Ｆ～Ｈ中級 金Ｇ中級   
 本多コーチ     金Ｈ女中 ＦＴ中級    

  Ｂ チーム                 木Ｆ・Ｇ・Ｈ中級 

 西勝コーチ            

  Ｃ チーム       金Ｇ上級・金Ｈ中級  
 太田コーチ   金Ｈﾄｰﾅﾒﾝﾄ 






