
１限 初中級 小林 初心者S 中垣 初心者 中垣 初中級 松本 初　級 福島 １限 初中級 福島 初中級 中垣 ０限 J3 佐藤 ０限 J２ 中谷

9:30 中　級 福島 初中級 中谷 松本 中　級 小林 初中級 佐藤 8:00 中　級 長浜 中　級 福島 6:50 J4 福島 6:50 J３ 小林

～ 中上級 長浜 中　級 福島 中　級 山田 小林 中上級 福 中上級 斎藤 ～ 中上級 佐藤 中上級 中谷 ～ ～

11:00 9:30 上　級 廣瀨 上　級 小林 7:50 7:50

２限 初　級 長浜 初心者 福 初　級 中垣 初心者S 廣瀬 初心者 中垣 ２限 初　級 佐藤 初　級 佐藤 原納 4限 J3 佐藤 ４限 親子 福島

11:10 中　級 斎藤 初　級 中垣 中　級 廣瀬 初　級 福 初中級 廣瀨 9:40 初中級 中垣 初中級 大塚 中垣 13:00 J4 廣瀨 13:00 J２ 中垣 原納

～ 中上級 福島 初中級 福島 中上級 山田 上　級 小林 中　級 長浜 ～ 中　級 田畑 中　級 斎藤 中谷圭 ～ ～ J３ 福 大塚

12:40 上　級 小林 中上級 佐藤 上　級 斎藤 11:10 上　級 長浜 中上級 廣瀬 14:00 14:00 J４ 小林

３限 初心者 斎藤 初心者S 福 初中級 斎藤 初心者S 松本 中上級 長浜 ３限 初心者 福島 初心者 福島 5限 親子 廣瀨 ７限 S2 馬渡

13:30 中上級 長浜 初　級 佐藤 中　級 廣瀬 中　級 長浜 11:20 初　級 田畑 初　級 佐藤 大塚 14:05 J2 原納 17:05 S3 福

～ ゲーム 福島 中上級 小林 中上級 廣瀬 ～ 初中級 中垣 新城 初中級 福 中谷圭 ～ S1 中垣
松本

新城 ～

15:00 12:50 中　級 斎藤 中　級 中谷 15:05 18:35

４限 ゲームS 佐藤 ゲームS 福島 ひよこ 中垣 J1 廣瀬 ひよこ 福島 ４限 6限 J1 松本 ８限 S2 馬渡 坪井

15:20 J1 小林 ゲームS 福 13:00 15:10 J2 斎藤 原納 18:45

～ ゲームＳ 廣瀬 ～ 中　級 長浜 ～ J3 長浜 新城 ～

16:20 14:30 中上級 福 中上級 廣瀨 16:10 S2 福 田中 20:15

５限 J２ 小林 J３ 中垣 J２ 松本 J２ 松本 J1 廣瀬 ５限 初心者 福

16:25 J３ 佐藤 J４ 松本 J３ 小林 J３ 長浜 J２ 斎藤 14:40 初　級 斎藤 ７限 J1 中垣 ９限 S2 馬渡

～ J４ 廣瀬 J３ 佐藤 ～ 初中級 福島 初中級 小林 16:15 J2 新城 20:25 S3 福 坪井

17:25 J４ 小林 16:10 上   級 佐藤 中　級 廣瀬 ～ J3 中谷圭 原納 ～

６限 S1 小林 S1 福 S1 中垣 S1 田中 S1 辻本 福 ６限 初　級 斎藤 17:15 J4 斎藤 21:55

17:30 J３ 佐藤 J３ 松本 J３ 松本 J３ 福 J２ 中垣 16:20 初中級 中垣 S2 福 馬渡

～ J４ 斎藤 J４ 小林 J４ 松本 J３ 福島 ～ 中　級 佐藤 大塚

18:30 J４ 佐藤 17:50 初　級 長浜 中上級 福島 ８限 J1 原納

７限 S1 斎藤 初心者 中垣 初　級 斎藤 松本 初心者 廣瀬 初　級 中垣 ７限 17:20 J2 中谷圭 新城

18:40 初　級 松本 初中級 廣瀨 初　級 長浜 初中級 田畑 18:00 ～ J3 松本

～ 中　級 佐藤 中　級 佐藤 中　級 田畑 初中級 小林 中　級 福島 ～ 18:20 J4 佐藤

20:10 中上級 田畑 中上級 小島 中上級 中垣 中　級 小島 中上級 斎藤 19:30 中　級 中垣 ９限 J3 斎藤

S2 馬渡 S2 坪井 S2 田中 S2 田中 S2 辻本 福 ８限 初中級 廣瀨 18:25 J4 廣瀨

S3 福 S3 福 19:40 中　級 中谷圭 ～ S１ 馬渡 松本

８限 初　級 大田黒 初　級 中垣 初心者 中垣 初中級 小林 初心者 斎藤 ～ 中上級 福 19:25

20:20 初中級 斎藤 初中級 小島 初中級 斎藤 中　級 長浜 初　級 廣瀬 中谷圭 21:10 上　級 斎藤

～ 中　級 小林 中上級 田畑 中　級 田畑 中上級 廣瀬 中　級 小林

21:50 中上級 田畑 上　級 佐藤 上　級 小林 T　N 小島 中上級 田畑

９限 初中級 田畑 初中級 田畑 中　級 田畑 初中級 廣瀬 初　級 中谷圭

22:00 中上級 佐藤 中　級 佐藤 中上級 廣瀬 上　級 小島 初中級 小林

～ シングルス 斎藤 中上級 福 T　N 小林 中　級 福 テニススクール・ノア加古川校
23:30 上　級 小島 中上級 田畑 TEL　079-434-2244

(S2クラス 16:45～18:15)

ジュニア

Sクラス
19:15～
20:45

ジュニア

2022年４月期　時間割

月 火 水 木 金 土 日

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

土曜　ジュニア

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

レンタルコート

(S1クラス 18:40～19:40)

レンタルコート レンタルコート

ジュニア

ジュニア

ジュニア

ジュニア

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

ジュニア

ジュニア

2022.3.18

ジュニア

ジュニア

ジュニア

ジュニア

ジュニア

(S2クラス 15:00～16:30)

日曜　ジュニア


