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NAO Tennis Academy

🎾テニスチーム紹介🎾 

★入会案内★
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子ども達が 

「テニスは楽しい！！」 
「テニスが好き！！」 

「スポーツは楽しい！！」 
「身体を動かすことは楽しい！！」 
　　　　　　　　　　　　　　と感じること
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スクール理念
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チーム運営の考え
NAO Tennis Academyでは、とにかく 

「テニスを好きになる！」 
「スポーツを楽しむ！」 

ことを考え、運営しています。 
「テニスが強くなる」「テニスが上手くなる」「競技力が向上する」など、
過剰な勝利至上主義ではなく、子どもたちがまた「テニスしたい」
と思えるチームを目指しています。 
そして、もっともっとテニスがやりたい！ 
「テニスが上手くなりたい・試合に挑戦したい」　　　　　　　　　　　　 
子どもたちの為の 

「トーナメントクラス」 
も開設しています。　　　　　　　　　　　 

子どもの成長に合わせた、指導体制を整えています。
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チーム名：NAO Tennis Academy (NTA) 
※福岡県・佐賀県テニス協会加盟チーム※ 

◎場　　　所：鳥栖市民庭球場・市民公園庭球場 
　　　　　　　春日市総合スポーツセンター 
　　　　　　　大野城市旭ヶ丘テニスコート 
◎対　　　象：幼稚園生・小学生・中学生・高校生・大人 
◎ク　ラ　ス：キッズ・ジュニア・ユース・トーナメント・部活・大人 
◎クラス定員：４～１２名 
◎日　　　時：毎日１７～２１時(各クラス1～2時間レッスン) 
　　　　　　　日時の詳細は、開講日・クラス表をご覧ください。　 
◎月額料金：3,500～5,000円…週1回60・120分・月4回 
　　　　　　回数券制・月謝制(雨天時等振替制あり) 

※会費の詳細は、お問合せください。 
◎年会費：5,000円…コート代・ボール代・運営費・事務費 
◎スポーツ保険加入費：小中学生800円・高校生1,850円　　　　

チーム基本事項
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レッスン開講クラス一覧

◎開講日・クラス・レッスン回数に関しての、 
　詳細につきましては、お気軽にお問合せ下さい。 
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響で、 
　レッスンスケジュールが変更の場合があります。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
春日 
(大野城)

鳥栖市民 鳥栖市民 春日 市民公園 鳥栖市民 
市民公園

鳥栖市民 
市民公園

13～15時
プライ

ベート

プライ

ベート

プライ

ベート

プライ

ベート

プライ

ベート

大 人 
120分 プライ


ベート
15～17時 部活生 

120分

17～18時 ユース 
120分

キッズ 
60分 ユース 

120分
プライ

ベート

キッズ 
60分 ユース 

120分
ユース 
120分18～19時

ジュニア 
60分

ジュニア 
60分

19～20時 トーナ 
メント 
120分

プライ

ベート

トーナ 
メント 
120分

プライ

ベート

ユース 
トーナ 
メント 
合同120分

トーナ 
メント 
120分

トーナ 
メント 
120分20～21時
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◎対象：幼稚園生～小学生低学年 
◎ボール：レッドボール 
◎レッスン日：(火)１７～１８時(60分) 
　　　　　　　(金)１７～１８時(60分) 

◎金額：3,500円(レッスンチケット制4回分） 

【目標】 
◯とにかく“楽しく”！！遊びの中で！！運動神経UP⤴！！ 
◯自分の身体を自由自在に動かせるようになる！！ 
◯どんなスポーツにも、対応・適応できる身体作り！！ 
◯スポーツビジョントレーニングで、動体視力UP⤴！！

キッズクラス紹介
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◎対象：小学生・中学生 
◎ボール：オレンジ・グリーン 
◎レッスン日：(火)１８～１９時(60分) 
　　　　　　　(金)１８～１９時(60分) 

◎金額：3,500円(レッスンチケット制4回分） 

【目標】 
◯テニスの基本ショット・サーブの習得を目指します！！ 
◯試合の要素を学び、実際に試合をします！！ 
◯どんなスポーツにも、対応適応できる身体作り！！ 
◯スポーツビジョントレーニングで、動体視力UP⤴！！

ジュニアクラス紹介
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◎対象：小学生・中学生・高校生 
◎ボール：グリーン・イエロー 
◎レッスン日：月・水・金・土・日 
◎時間：１７～１９時(金以外)・１９～２１時(金のみ) 

◎月謝：5,000円(週1回120分・月4回/振替制度有） 

【目標】 
◯テニスの各ショットの基本の完成を目指す！！ 
◯ラリーができるようになることを目指す！！ 
◯試合ができるようになることを目指す！！ 
◯専門的トレーニングで、強い身体を目指す！！

ユースクラス紹介
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◎対象：小学生・中学生・高校生・大人 
◎ボール：イエロー 
◎レッスン日：月・水・金・土・日 
◎時間：１９～２１時(120分) 

◎月謝：5,000円(週1回120分・月4回/振替制度有） 

【目標】 
◯協会主催トーナメントに出場し「勝利」を目指す！！ 
◯戦術を身に着け、実践で活かすことを目指す！！ 
◯アスリートとしての強いメンタル、強い身体を目指す！！ 
◯テニスを通して、人格の形成を目指す！！

トーナメントクラス紹介
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◎対象：中学生・高校生 
◎ボール：イエロー 
◎レッスン日：土 
◎時間：１５～１７時(120分) 

◎月謝：5,000円(週1回120分・月4回/振替制度有） 

【目標】 
◯高体連主催トーナメントに出場し「勝利」を目指す！！ 
◯戦術を身に着け、実践で活かすことを目指す！！ 
◯アスリートとしての強いメンタル、強い身体を目指す！！ 
◯テニスを通して、人格の形成を目指す！！

部活クラス紹介
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◎対象：大人 
◎ボール：イエロー 
◎レッスン日：土 
◎時間：１３～１５時(120分) 

◎月謝：６,000円(週１回120分・4回チケット制） 

【目標】 
◯テニスを通して、健康づくりを目指す！！ 
◯テニスの各ショットの技術を磨くことを目指す！！ 
◯テニスの戦術を身に着け、実践で活かすことを目指す！！ 
◯とにかく楽しく！！テニスすることを目指す！！

大人クラス紹介
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まつやま　  なおひろ 

松山　直弘 大分大学大学院教育学研究科修了(2015年3月) 
★スノワートジャパンコーチ契約 
★ダイアデムジャパンコーチ契約 
★インソール「SUPERfeet」取扱契約 
★PINKION JAPAN株式会社アンバサダーコーチ契約 
★スポーツアパレルブランド「ralosso」第４期チームメンバー 
◯テニス指導歴１４年 
◯車いすテニスヒッティング歴４年 
　川野 将太プロ(2019年) 
　高野 頌吾選手(2019～2020年) 
　久保下 郁弥選手(2021年) 
◎テニス指導実績 
　大分工業高校テニス部外部コーチ(3年間) 
　 楊志館高校テニス部外部コーチ(２年間) 
　 鳥栖工業高校テニス部監督(4年間) 
　 佐賀県立鳥栖高等学校外部コーチ(2019年)

★所有資格・免許等★ 
・日本障がい者スポーツ協会公認 初級指導員 
・日本コアコンディショニング協会 
　ベーシックインストラクター 
　コアキッズ体操普及員 
　ひめトレインストラクター 
・上級救命講習修了(2018年) 
・小学校教諭一種免許状 
・中学校教諭専修免許状(技術) 
・高等学校教諭専修免許状(工業)　　　　　

ヘッドコーチ紹介 
(2021年4月現在)
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スマートフォン・タブレットを
活用したフォームチェック

 Academyの魅力①
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トーナメントクラスでは、 
特殊ソフト活用したプレー分析を実施

 Academyの魅力②

全サーブコース 
プロット 

（バウンド地点）

各ショット 
プロット 

（ﾊﾞｳﾝﾄﾞ地点）
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ビジョナップ(Visionup)を活用した 
スポーツビジョントレーニングを実施！！ 
動体視力・周辺視野を鍛えます！！

 Academyの魅力③
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 Academyの魅力④
◎子ども・保護者にとって、通いやすいスクール運営◎ 
１,友だちと一緒にマナーを習得！　

　あいさつ、周囲を考えた行動、ルールを守る、整理整頓など、

　集団行動で必要な社会性・自主性を習得できる。


２,習い事や塾と両立しやすい！ 
　 週１回より気軽に始められるので、子どもの体力的負担も軽減でき、

　他の習い事や塾と両立できる。


３,初めてでも大丈夫！道具は無料レンタルできます！ 
　年齢や体力に応じてクラスを分け、ひとりひとりに応じたレッスンで、

　初めてでも続けやすい環境づくりを目指しています。

　★ラケットも貸出できます★

　競技力の向上や、テニスで勝つことを目標にしていないので、

　子どもに体力的負担や強度の高いトレーニングを課すことはありません。


４,保護者の当番制度は何もありません！！ 
　少年野球や少年サッカーにある、お茶出し当番、送迎当番など、

　保護者様にご協力頂く当番制度は特にありません。

　レッスン会場への、御子息の送迎のみにご協力をお願いいたします。
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◎豊富な経験を積んだコーチによる指導体制◎ 
　１,世界標準のテニス指導！！　 
　  　　世界と戦う車いすテニス選手ヒッティングコーチ。 
　　　  選手は年に数回、海外遠征に行くため、常に世界のテニスを研究。     
             様々な専門資格を持ち、あらゆる視点で、 
             子どもたちの成長をフォーローします。 

　２,教員免許を持ち、数々の教育現場を経験！！ 
　   　   教育系大学院卒で、小学校・中学校・高校の教員免許を取得。 
　　　  多様な教育現場を経験し、部活指導・生徒指導・資格指導で 
　　　  学んだ経験を活かし、テニス、スポーツという面に限らず、 
　　　  子どもの心身の発達・成長を、あらゆる面でフォローします。 

    ３,子どもの成長がすべて！！ 
　   　   コーチの合言葉！！ 
             子どもファーストで、子ども成長のために努力します。

 Academyの魅力⑤
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テニスの魅力
①脳力を高める(頭が良くなる！！) 
　・ラケット、ボールを使うテニスは脳を活性化させる。 
　・脳力アップで成績向上を！ 

②問題解決能力の強化 
　・ボールも人も動くため常に予測し考えることが必要。 

③運動神経・動体視力が良くなる 
　・敏捷性、バランス、コーディネーション、反応時間が向上。 

④心臓・筋肉・骨が強くなる 
　・他のスポーツに比べ、心臓血管系の罹患率が低い。 

⑤家族や友達と楽しめる 
　・年齢を問わず、気軽な準備で多くの世代と楽しめる。

米国スポーツ医科学専門チームから 
テニスに関する最新レポートより引用
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下記の申込フォームにて必要事項を記入して下さい。 
後日担当よりご連絡いたします。 
無料体験・入会申込はこちら↓↓ 
【無料体験・入会申込フォーム】 

無料体験・入会申込

NAO Tennis Academy 
 Ｅ-mail:  nao.tennis.academy@gmail.com 
　オーナー・ヘッドコーチ　松山 直弘 宛 
【リンク】 
◎NAO Tennis Academy HP【nao-tennis-academy.jp】 

◎NAO Tennis Academy 公式LINE【 https://lin.ee/YpQ5hiG 】　 
右のQRコードより追加できます👍 

お問合せ

19

https://forms.gle/dvkHH3JXDco8mpio7
mailto:nao.tennis.academy@gmail.com
http://nao-tennis-academy.jp
https://lin.ee/YpQ5hiG

