中野パドルテニス情報5月号
平成から令和へ

春季大会終わって

気温も定まりやっと春らしくなりました。
4月14日に開催されました。 ジュニアの選手
木々の若葉も少しずつ色を変え濃い緑色に。
たちの元気にボールを追いかける足の速さ、身
そして、私たちも昭和・平成・令和の時代を生きる 体の柔らかさそれは羨ましい限りでした。
ことになります。
シニア・一般のABクラスは、競技スポーツと
気持ちを新たに「令和元年」を迎えたいと思って して腕を競い合う熱戦でした。
います。
スパーシニアは、初めて参加された方が多く
不安一杯で申し込まれました。
都民スポレクふれあい大会
そこで、一人申し込みでペアーを代え個人の
日時：6月9日（日）9時～
ポイント制にしました。 参加しやすいように
主催：東京都レクリエーション協会
いろいろ工夫をしております。これからもたく
主管：東京都パドルテニス協会
さんのご参加をお待ちしております。
会場：港区スポーツセンター
試合では失敗しては笑い、ボレーを決めては
JR山手線・京浜東北線 田町駅東口徒歩5分
ニッコリ、真剣にプレーする姿に私たちも顔が
申込み：5月17日（金）まで
ほころびました。 一般男子・女子ともCクラス
要項をご覧の上、お申込み下さい。
が成立出来なくて残念でした。
問合せ先：亀石（090-6951-3120）

連盟開放スケジュール(３３８９－３１５１
毎週月曜日 13：00～17：00 【第二月曜日・祝祭日を除く】
5/20 5/27
連盟会員400円
非会員５００円
毎週水曜日 18：00～21：00
初心者指導アリ
5/8 5/15 5/22 5/29 連盟会員３００円
非会員３５０円
ク ラ ブ ス ケ ジ ュ ー ル
フ レ ン ズ
ひまわり
藤 クラブ
江古田区民活動センター

江古田小体育館(3385-0411
高島和男 (3386-2268

5/26（日） 12：00～18：00
6/2 （日） 15：00～18：00
6/23（日） 12：00～18：00
＊開催日時にご注意下さい
オールウエイズ
新井区民活動センター

仲田

江古田小体育館
(3385-0411
博(３３８８-４６０８

毎週土曜日19：00～21：30

5/4 5/11 5/25
＊開催日にご注意下さい
6/1 6/8 6/15 6/22 6/29
椎の木 クラブ
新井区民活動センター

(３９５４-６８１１
山口月美(３３８９ー４３１６

毎週火曜日
13：00～16：00
5/7 5/21 5/28
ビジター歓迎
あらちっこ
新井区民活動センター
(3389-1411
千葉雅英(080-9185-8383

(3389-1411
(3389-1411
古閑岩雄(３９４８－０６９１ 川田礼三(080-3425-0349
土曜日 16：00～19：00
毎週土曜日13：00～16：00 子供専用のクラブです
＊開催日にご注意下さい
5/4 5/11 5/18 5/4（土） 16：00～19：00
5/6（月） 16：00～19：00
５/１１ ５/１８ 5/25
5/25
ビジター歓迎
5/12（日） 13：00～16：00
ビジター歓迎
＊開催日にご注意下さい

上高田

クラブ
パドルナイン
野方 クラブ
白桜小体育館(3389-0561
白桜小体育館(3389-0561
平和の森小体育館
竹下和美
佐久間沙雪
(3389-1451
(５３８９ー１５３７
(３３８８ー６４０２
安部綾子(３３８９－４９０６
金曜日 19：30～21：30 水曜日 18：30～21：30
木曜日 18：30～21：30
5/17 5/31 6/14 6/28 ＊開催日にご注意下さい ＊開催日にご注意下さい
5/8 5/22 5/29
5/9 5/16 5/30
ビジター歓迎
6/6 6/13 6/20 6/27
＊開催日にご注意ください 6/5 6/19 6/26
ビジター歓迎

ビジター歓迎

クラブスケジュール
桃園 クラブ

ピーチファミリー

産業振興センター (3380-6946
宮本晶子 (3380-3689

桃花小体育館 (3381-7251

日曜日 9：00～12：00
5/12
5/26
6/16
6/30
7/15(月） 7/21

さくらんぼ

南中野中体育館(33817273
(３３８2-6180 茂呂明美 (3318-0888

田島健二

毎週日曜日 GWも開催
木曜日 19：00～21：30
5/1～6
12：00～15：00 5/9
5/16 5/23
5/12, 19, 26 12：00～15：00 ＊開催日にご注意ください
6/2, 16, 23 12：00～15：00
6/30のみ
9：00～12：00

パドルフレッシュ
ジェネシス
江原キャンパス(３９５１-５３１
緑野中体育館 (3386-5423
４
長田保夫 (3387-3882 渡部孝子(3565-2460
5月・6月
＊開催日にご注意下さい 毎週水曜日
開催はありません
5/9 （木）19：00～21：30 19：00～21：30
十一中 クラブ
緑野中体育館 (3386-5423
日高久恵 (3310-4741

5/13 （月）19：00～21：30 5/8 5/15 5/22 5/29
5/23 （木）19：00～21：30
若宮

桃二プリンセス
桃二小体育館(３３６３-０６６１

クラブ

美鳩小体育館(３３３０-１４２５

江川明子 (３３８６－８４０８ 荻野 隆(３３１０-６９４１
日曜日 9：00～12：00

グラシーズ
北中野中体育館(３９９９-３４１５

石塚誠一
(０９０-９００６-７０６５
火曜日 19：00～21：30

＊開催日にご注意ください

月曜日18：30～２１：３０
美鳩小

5/12 5/19

5/13 5/27 6/10 6/24 ＊開催日にご注意下さ

6/2 6/16 6/23 6/30

西中野小(３３３０－３１２５

ビジター歓迎

5/20

中野セブン
七中体育館(３３８９-４１７１

田沢明男
(０７０ー６６６６ー４１７５

6/3

5/7

い。

6/17

中体クラブ
中野体育館(３３８９-3151
杉山芳子(3388-0650

発行

２０１９．０5．０１

中野区パドルテニス連盟
(０３－３３６８－８５２６

毎週月曜日18:30～21：30 毎週金曜日【祝祭日を除く】
9：00∼12：00 13：00∼16：00
5/6のみ17：30～21：30
個人利用料金一回１４０円

5/13 5/20 5/27

5/28

企画編集 広報部

5/10 5/17 5/24 5/31

初心者・ビジター大歓迎 初心者歓迎

一 般 開 放 ス ケ ジ ュ ー ル
産業振興センタ－
(３３８0－６９４６

毎週日曜日 18：00～21：00

5/5

5/12 5/26

初心者指導アリ
個人利用料金一回１2０円

鷺宮スポーツコミュニテイプラザ
(３３３７－１７７１

第2、4 日曜日
13：00～16：20

5/12

5/26

南部スポーツコミュニテイプラザ

(５３４０-７８８１
毎週木曜日14：00～16：
00

5/9 5/16 5/23 5/30

初心者指導アリ
個人利用料金一回
個人利用料金一回
会員１8０円 非会員360円 区民400円 他区800円

