
曜日 曜日 曜日

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ
9:30 月1 月2 火1 火2 水1 水2 木1 木2 金1 金2 9:00 土1 土2 8:45 日1 日2

中上級 初中級 中　級 初中級 中　級 初中級 中上級 初中級 中上級 初　級 中　級 初　級 中上級 初中級

林 河村

11:00 10:30 大塚 10:15 高木

11:15 月3 月4 火3 火4 水3 水4 木3 木4 金3 金4 10:45 土3 土4 10:30 日3 日4
上　級 中　級 上　級 中上級 中上級 中　級 中　級 初　級 上　級 中上級 中上級 初中級 中　級 初　級

林 市瀬 河村

12:45 12:15 大塚 浅倉 12:00 高木

13:00 月5 月6 火5 火6 水5 水6 木5 木6 金5 金6 12:30 土5 土6 12:15 日5 日6
中上級 初中級 中上級 中　級 上　級 中上級 中上級 中　級 上　級 中　級 中上級 中　級 中上級 中　級

市瀬

14:30 14:00 香月 13:45
14:30 14:30 Jr.-E 14:00

日10
レンタル

立原

16:00 16:00 香月 16:00
16:00 Jr.-F Jr.-G Jr.-G Jr.-H Jr.-F Jr.-G Jr.-F Jr.-G Jr.-F Jr.-H 16:00 Jr.-A Jr.-D

月7 月8 火7 火8 水7 水8 木7 木8 金7 金8 日11 日12

戸田 河村

17:00 立原 黒岩 立原 林 立原 香月 黒岩 立原 林 黒岩 17:30 香月

17:00 Jr.-D Jr.-E Jr.-C Jr.-E Jr.-D Jr.-E Jr.-C Jr.-E Jr.-C Jr.-D 16:30 Jr.-E 17:30 Jr.-K Jr.-B
月9 月10 火9 火10 水9 水10 木9 木10 金9 金10 土9 日13 日14

戸田 林 黒岩

18:30 香月 18:00 香月 19:00 香月

18:30 Jr.-K Jr.-B Jr.-K Jr.-B Jr.-S Jr.-B Jr.-K Jr.-A Jr.-S Jr.-A 18:00 Jr.-A Jr.-C
月11 月12 火11 火12 水11 水12 木11 木12 金11 金12 土11 土10

立原

20:00 香月 19:30
20:00 月13 月14 火13 火14 水13 水14 木13 木14 金13 金14 19:30 土13 Jr.-S

中　級 初中級 中　級 初中級 中上級 初　級 中上級 中　級 上　級 中上級 男　子 土12
上　級

21:30 21:00
・クラス設定・担当コーチは変更になる事がございます。

2018.1.7より

月 火 水 木 金 土 日

コート
港南台 港南台 港南台 港南台 港南台

コート

黒岩

黒岩

立原

市瀬 林 市瀬 立原 河村 戸田 黒岩

市瀬 林 林 市瀬 黒岩河村 立原

港南台
コート

市瀬 河村 河村 戸田

戸田 浅倉 立原河村 林

港南台

林 黒岩 林 河村 河村 戸田

立原河村 立原

黒岩

レンタルコート レンタルコート レンタルコート レンタルコート レンタルコート

河村 黒岩 市瀬 黒岩 浅倉 立原

立原 黒岩 市瀬 林 河村

立原

コーチ練習

黒岩

林 黒岩 市瀬  市瀬ゆ

大塚 大塚

大塚 黒岩 林 河村 河村 立原 大塚 立原

市瀬ゆ 林林 河村 市瀬 黒岩

黒岩




