
 

ライオンズアカデミー事務局 

 

所沢校 月曜日 レッスンスケジュール(4・5 月) 

◆4 月 

■4/11(月) 

■4/18(月) 

■4/25(月) 

◆5 月 

■5/9(月) 

■5/16(月) 

■5/23(月) 

                                  

16:30-17:30 レギュラークラス 12 

17:30-19:10 アドバンスクラス４ 

19:15-21:00 中学硬式クラス 

 

※6 月以降のスケジュールにつきましては、追って連絡いたします。 

※チームおよび会場の都合により、直前でもレッスンの中止(日程変更)または会場を変更することがございますので、あ

らかじめご了承ください。予定を変更する場合には、ライオンズアカデミー事務局よりご連絡いたします。 

 

◇集合場所 

ライオンズ トレーニングセンターの狭山スキー場に一番近い角(ファンデッキ)に受付を設けております。 

※各回レッスンの 15 分前より受付を行います。受付開始時間を目指して会場にお越しください。 

 

◇駐車場 

ベルーナドーム ブルーパーキングをご利用ください。(※試合日および及びイベント開催日を除く) 

※入会後のレッスン日に駐車券をお渡しします。 

※駐車券が発行されるまでは、駐車場入り口で「アカデミーのレッスンでご来場」の旨お申し出ください。  

 



 

ライオンズアカデミー事務局 

 

所沢校 火曜日 レッスンスケジュール(4・5 月) 

◆4 月                                ◆5 月 

■4/12(火)  ※試合開催日のため駐車場利用不可    ■5/17(火) 

■4/19(火)  ※試合開催日のため駐車場利用不可     ■5/24(火) 

■4/26(火)                            

 

17:00-18:00 プレイボールクラス 

18:00-19:40 レギュラークラス 56 

19:40-21:20 中学軟式クラス 

 

※６月以降のスケジュールにつきましては、追って連絡いたします。                                 

※チームおよび会場の都合により、直前でもレッスンの中止(日程変更)または会場を変更することがございますので、あ

らかじめご了承ください。予定を変更する場合には、ライオンズアカデミー事務局よりご連絡いたします。 

 

◇集合場所 

ライオンズ トレーニングセンターの狭山スキー場に一番近い角(ファンデッキ)に受付を設けております。 

※各回レッスンの 15 分前より受付を行います。受付開始時間を目指して会場にお越しください。 

 

◇駐車場 

ベルーナドーム ブルーパーキングをご利用ください。(※試合日および及びイベント開催日を除く) 

※入会後のレッスン日に駐車券をお渡しします。 

※駐車券が発行されるまでは、駐車場入り口で「アカデミーのレッスンでご来場」の旨お申し出ください。 

 



 

ライオンズアカデミー事務局 

 

所沢校 水曜日 レッスンスケジュール(4・5 月) 

◆4 月 

■4/13(水) ※試合開催日のため駐車場利用不可

■4/20(水) ※試合開催日のため駐車場利用不可 

■4/27(水)  

◆5 月 

■5/18(水)  

■5/25(水)

 

17:10-19:00 アドバンスクラス 5 

19:00-21:00 アドバンスクラス 6 

 

※6 月以降のスケジュールにつきましては、追って連絡いたします。 

※チームおよび会場の都合により、直前でもレッスンの中止(日程変更)または会場を変更することがございますので、あ

らかじめご了承ください。予定を変更する場合には、ライオンズアカデミー事務局よりご連絡いたします。 

 

◇集合場所 

ライオンズ トレーニングセンターの狭山スキー場に一番近い角(ファンデッキ)に受付を設けております。 

※各回レッスンの 15 分前より受付を行います。受付開始時間を目指して会場にお越しください。 

 

◇駐車場 

ベルーナドーム ブルーパーキングをご利用ください。(※試合日および及びイベント開催日を除く) 

※入会後のレッスン日に駐車券をお渡しします。 

※駐車券が発行されるまでは、駐車場入り口で「アカデミーのレッスンでご来場」の旨お申し出ください。  

 

 



 

ライオンズアカデミー事務局 

 

所沢校 木曜日 レッスンスケジュール(4・5 月) 

◆4 月                                                                

■4/21(木) 

■4/28(木) 

 

◆5 月    

■5/19(木) 

■5/26(木)

  17:00-18:00  レギュラークラス 12 

18:00-19:20  レギュラークラス 34 

19:20-21:00  レギュラークラス 56 

 

※6 月以降のスケジュールにつきましては、追って連絡いたします。 

※チームおよび会場の都合により、直前でもレッスンの中止(日程変更)または会場を変更することがございますので、あ

らかじめご了承ください。予定を変更する場合には、ライオンズアカデミー事務局よりご連絡いたします。 

 

◇集合場所 

ライオンズ トレーニングセンターの狭山スキー場に一番近い角(ファンデッキ)に受付を設けております。 

※各回レッスンの 15 分前より受付を行います。受付開始時間を目指して会場にお越しください。 

 

◇駐車場 

ベルーナドーム ブルーパーキングをご利用ください。(※試合日および及びイベント開催日を除く) 

※入会後のレッスン日に駐車券をお渡しします。 

※駐車券が発行されるまでは、駐車場入り口で「アカデミーのレッスンでご来場」の旨お申し出ください。  

 



 

ライオンズアカデミー事務局 

 

所沢校 金曜日 レッスンスケジュール(4・5 月) 

◆4 月 

■4/8(金)  ※試合開催日のため駐車場利用不可 

■4/15(金)   

■4/22(金) ※試合開催日のため駐車場利用不可 

 

◆5 月   

■5/6(金)  ※試合開催日のため駐車場利用不可 

■5/20(金)   

■5/27(金) ※試合開催日のため駐車場利用不可 

 

17:00-18:00 レギュラークラス 12 

18:00-19:20 レギュラークラス 34 

19:20-21:00 レギュラークラス 56 

 

※6 月以降のスケジュールにつきましては、追って連絡いたします。 

※チームおよび会場の都合により、直前でもレッスンの中止(日程変更)または会場を変更することがございますので、あ

らかじめご了承ください。予定を変更する場合には、ライオンズアカデミー事務局よりご連絡いたします。 

 

◇集合場所 

ライオンズ トレーニングセンターの狭山スキー場に一番近い角(ファンデッキ)に受付を設けております。 

※各回レッスンの 15 分前より受付を行います。受付開始時間を目指して会場にお越しください。 

 

◇駐車場 

ベルーナドーム ブルーパーキングをご利用ください。(※試合日および及びイベント開催日を除く) 

※入会後のレッスン日に駐車券をお渡しします。 

※駐車券が発行されるまでは、駐車場入り口で「アカデミーのレッスンでご来場」の旨お申し出ください。  

 



 

ライオンズアカデミー事務局 

 

狭山校 月曜日 レッスンスケジュール(4・5 月) 

◆4 月 

■4/18(月)   場所:新狭山公園野球場 

■4/25(月)   場所:新狭山公園野球場 

 

◆5 月 

■5/16(月)   場所:新狭山公園野球場 

■5/23(月)   場所:新狭山公園野球場 

■5/30(月)   場所:新狭山公園野球場 

 

17:25-18:55 レギュラークラス 34 

19:00-20:40 レギュラークラス 56 

  

※6 月以降のスケジュールにつきましては、追って連絡いたします。 

※チームおよび会場の都合により、直前でもレッスンの中止(日程変更)または会場を変更することがございますので、あ

らかじめご了承ください。予定を変更する場合には、ライオンズアカデミー事務局よりご連絡いたします。 

 

◇集合場所 

3 塁側ベンチ脇入口付近にお集まりください。 

※各回レッスンの 15 分前より受付を行います。受付開始時間を目指して会場にお越しください。 

 

◇駐車場 

新狭山公園内の無料駐車場をご利用ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ライオンズアカデミー事務局 

 

朝霞校 火曜日 レッスンスケジュール(4・5 月) 

◆4 月  

■4/5(火) 場所:北朝霞公園野球場 

■4/12(火) 場所:北朝霞公園野球場 

 

◆5 月 

■5/10(火) 場所:北朝霞公園野球場 

■5/17(火) 場所:北朝霞公園野球場 

■5/31(火) 場所:北朝霞公園野球場 

 

16:20-17:20 キッズクラス 

17:25-18:55 レギュラークラス 34 

19:00-20:40 レギュラークラス 56 

 

※6 月以降のスケジュールにつきましては、追って連絡いたします。 

※チームおよび会場の都合により、直前でもレッスンの中止(日程変更)または会場を変更することがございますので、あ

らかじめご了承ください。予定を変更する場合には、ライオンズアカデミー事務局よりご連絡いたします。 

 

◇集合場所 

※北朝霞公園野球場はライト側の公園入口からご入場いただき、1 塁側ベンチ付近にお集まりください。 

※内間木公園ソフトボールはバックネット裏の入り口付近にお集まりください。 

※各回レッスンの 15 分前より受付を行います。受付開始時間を目指して会場にお越しください。 

 

◇駐車場 

施設内の駐車場をご利用ください。(無料) 

※北朝霞公園野球場は駐車台数に限りがございます。 

     

北朝霞公園野球場                内間木公園ソフトボール場 

 

 

 

 

 



 

ライオンズアカデミー事務局 

 

 

飯能校 水曜日 レッスンスケジュール(4・5 月) 

◆4 月 

■4/20(水) 場所:飯能市民球場   

■4/27(水)     場所:飯能市民球場 

 

◆5 月 

■5/11(水) 場所:飯能市民球場   

■5/25(水) 場所:飯能市民球場 

 

16:20-17:20 キッズクラス 

17:25-18:55 レギュラークラス 34  

19:00-20:40 レギュラークラス 56 

 

※6 月以降のスケジュールにつきましては、追って連絡いたします。 

※チームおよび会場の都合により、直前でもレッスンの中止(日程変更)または会場を変更することがございますので、あ

らかじめご了承ください。予定を変更する場合には、ライオンズアカデミー事務局よりご連絡いたします。 

 

◇レッスン集合場所 

バックネット裏通用門付近にお集まりください。 

※各回レッスンの 15 分前より受付を行います。受付開始時間を目指して会場にお越しください。 

 

◇駐車場 

飯能市民体育館に隣接する駐車場をご利用ください。(無料:2 箇所) 

※飯能市民球場バックネット裏付近のスペースには駐車しないでください。 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ライオンズアカデミー事務局 

 

大宮校 木曜日 レッスンスケジュール(4・5 月) 

◆4 月 

■4/7(木) 場所:さいたま市営大宮球場 

■4/14 (木)  場所:さいたま市営大宮球場 

 

◆5 月 

■5/12(木) 場所:県営大宮球場 

■5/19(木) 場所: さいたま市営大宮球場 

 

16:20-17:20 キッズクラス 

17:25-18:55 レギュラークラス 34 

19:00-20:40 レギュラークラス 56 

 

※6 月以降のスケジュールにつきましては、追って連絡いたします。 

※チームおよび会場の都合により、直前でもレッスンの中止(日程変更)または会場を変更することがございますので、あ

らかじめご了承ください。予定を変更する場合には、ライオンズアカデミー事務局よりご連絡いたします。 

 

◇レッスン集合場所 

※県営大宮球場でのレッスンは、レフト側の通用門からご入場いただき、3 塁側選手通用口へお集まりください。 

大宮公園側の通用門は閉門しておりますので、必ずレフト側(競輪場側)へお回りください。 

※さいたま市営大宮球場でのレッスンは、1 塁側通用門付近にお集まりください。 

※各回レッスンの 15 分前より受付を行います。受付開始時間を目指して会場にお越しください。 

 

◇駐車場 

※県営大宮球場は、大宮公園内の駐車場をご利用ください。(有料) 

※さいたま市営大宮球場は、施設内の駐車場をご利用ください。(無料) 

  

 

 

 

 

 

 

 

             県営大宮球場                      さいたま市営大宮球場 

 

 


