
                                                                                                                                                                                                                                 

時間

クラス 上級 LTAB 中級 上級 LTAB LTAB 中級 LT LT 初中級     初級 中級 上級 初中級 中級 上級

コーチ 天野 窪田 三木 中薗 副島 窪田 安森 窪田 副島 安森 窪田 村田 村松 天野 村田 窪田

時間

クラス 初級 初中級 LT基礎 LT Sショット Vショット LT LT 上級 LT LT 初級 初級 初級 初中級 中級 上級 初級 初中級 中級 LT

コーチ 安森 天野 村松 窪田 三木 窪田 副島 中薗 安森 窪田 副島 安森 天野 村松 村田 窪田 安森 村田 天野 上田 窪田

時間

クラス 初中級 LT 中級 LT LT 初中級 LT基礎 LT LT 上級 初級 初中級 中級 LT 初級 中級 上級 LT

コーチ 天野 窪田 三木 窪田 副島 安森 副島 窪田 安森 天野 村田 安森 窪田 村松 天野 村田 窪田 上田

時間

クラス LTAB LT LT LT LTA 初中級 中級 LT 初級 初中級 中級 LT

コーチ 安森 窪田 副島 副島 窪田 安森 村松 窪田 村田 天野 上田 窪田

時間

クラス

コーチ

時間

クラス ビギナー 初中級 中級 初中級 初級 初中級 中級 初級 中級 ビギナー 初中級 Sショット 中級

コーチ 安森 天野 窪田 村田 安森 三木 窪田 副島 三木 脇田 中薗 天野 窪田

時間

クラス 初級 Vショット 初級 初中級 中級 初級 初中級 中級 初中級 中級 上級 初級 中級 Sショット 中級

コーチ 天野 安森 村松 村田 副島 三木 窪田 安森 副島 三木 安森 脇田 中薗 天野 安森

初中級

安森

時間

クラス LTAB 中級 初級 中級 LTAB LTAB 中級 LT 初中級 LT LT     初級 中級 上級 初中級 中級 上級

コーチ 窪田 天野 安森 三木 村松 窪田 安森 窪田 安森 岡本 安森 窪田 村田 村松 天野 村田 窪田

時間

クラス LT 初中級 初中級 Vショット LT Sショット 中級 LT 初級 LT 初級 初級 初中級 中級 上級 初級 初中級 中級 LT

コーチ 窪田 安森 天野 窪田 村松 三木 安森 窪田 安森 岡本 安森 村松 村田 窪田 安森 村田 天野 上田 窪田

時間

クラス LT 初中級 中級 LT LT 初中級 LT LT LT 中級 初級 初中級 中級 LT 初級 中級 上級 LT

コーチ 窪田 天野 三木 窪田 村松 安森 窪田 安森 岡本 安森 村田 安森 窪田 村松 天野 村田 窪田 上田

時間

クラス LTAB LT LT LT LTA 初中級 中級 LT 初級 初中級 中級 LT

コーチ 安森 窪田 窪田 村松 窪田 安森 村松 窪田 村田 天野 上田 窪田

時間

クラス

コーチ

時間 16：20-
17：50

クラス 中級

コーチ 窪田

時間

クラス 初中級 中級 初級 初級 初中級 中級 中級 ビギナー 初中級 中級

コーチ 天野 窪田 村田 森田 三木 窪田 三木 脇田 天野 安森

時間

クラス 初級 Vショット 初級 初中級 初級 初中級 中級 初中級 中級 上級 初級 Sショット

コーチ 天野 安森 村松 村田 三木 窪田 森田 有田 三木 安森 脇田 天野

8

20:30-22:00 20:30-22:00 20:30-22:00 20:30-22:00 20:30-22:00

くにじまテニススクール　℡06-6325-2231

Ⓙ選手強化 Ⓙ選手育成

村松・安森 村松 村松・上田 安森・有田 上田・安森 村松・上田 村松・安森

　　クローズする場合がございます。

※在籍者が3名以下の場合クラスを

※担当コーチ、クラスについては予告なしに

　　変更になる場合がございます。

Ⓙ選手強化 シングルス LT

村松・安森 上田 窪田

14:30-16:00

7

17:30-20:00 17:30-20:00

5

19:00-20:30 19:00-20:30

14:40-16:10

16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00

Ⓙ選手育成 Ⓙ選手育成 Ⓙ選手育成 選手育成 Ⓙ選手育成 Ⓙ選手強化6

13:00-14:30

8

19:40-21:10

13:00-14:30

安森

19:00-20:30

9:40-11:10

6

5

13:00-14:30

3

11:20-12:50 11:20-12:50

※担当コーチは予告なしに変更になる

　　場合がございます。

　information　

※Ⓙはジュニアクラス

17:30-20:00

Ⓙ選手育成

※在籍者が3名以下の場合クラスを

LT

A B C E F G

月 火 水 金 土

D

木

8:00-9:309:30-11:00 9:30-11:00

1

8:00-9:30

日

くにじまテニススクール　時間割表 2023.2.3月期

8

20:30-22:00 20:30-22:00 20:30-22:00 20:30-22:00

7

18:00-19:30

15:00-16:30

4

19:00-20:30

20:30-22:00

17:30-20:00

6

11:10-12:40

13:00-14:30

11:10-12:40

2

9:40-11:10

17:30-20:00

Ⓙ選手育成

副島

17:30-20:00

Ⓙ選手育成

副島

15:00-16:30

Ⓙ選手育成

安森

A B C

月 火 水

7

19:00-20:30 19:00-20:3019:00-20:30

くにじまテニススクール　時間割表

くにじまテニススクール　℡06-6325-2231

D E F

4

15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30

13:00-14:30

11:10-12:40 11:10-12:40

1

9:30-11:00 9:30-11:00 9:30-11:00

3

13:00-14:30 13:00-14:30

2

11:10-12:40

13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30

3

11:20-12:50 11:20-12:50

3

13:00-14:30

1

9:30-11:00 9:30-11:00 9:30-11:00 9:30-11:00 9:30-11:00

1

2

11:10-12:40 11:10-12:40

13:00-14:30

11:10-12:40

2

G

木 金 土 日

19:00-20:30

7

18:00-19:3019:00-20:30

16:00-18:00

Ⓙ選手育成

※Ⓙはジュニアクラス

　information　

4

13:00-14:30

9:40-11:10 9:40-11:1011:10-12:40 11:10-12:40

17:30-20:00

6

17:30-20:00 17:30-20:00

19:00-20:30

17:30-20:00 14:30-16:00

Ⓙ選手育成 シングルス

副島 上田

Ⓙ選手強化 Ⓙ選手強化

村松 上田・安森村松・上田 安森・有田

Ⓙ選手強化 Ⓙ選手強化

2023.4.5月期

8:00-9:30 8:00-9:30

13:00-14:30

窪田

14:40-16:10 14:40-16:10

4

15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30

17:30-20:00 17:30-20:00 17:30-20:00

15:00-16:30 15:00-16:30

17:30-20:00

5

17:30-20:00

　　クローズする場合がございます。

14:40-16:10

16:20-17:50 16:00-18:00 16:00-18:00

Ⓙ選手育成 Ⓙ選手育成

村松 上田

2023/3/11


