
※ 9/29(土)～30(日)はスクール休講日とさせていただきます。
   12/29(土)～1/3(木)はスクール休館日とさせていただきます。

時間帯
１限 初中級 島田 初　級 島田 初心クラス 島田 初中級 下垣 時間帯 時間帯 時間帯
9:30 中　級 下垣 初中級 直田 中　級 田山 女子ダブルス 直田 １限 0限
～ 中上級 伊藤 中上級 直田 （中級以上） 8:20 初中級 田山 7:15

11:00 会員ゲーム ボン ～ 中　級 島田 ～ ジュニアB 島田
２限 初中級 田山 初　級 直田 初心クラス 伊藤 初中級 島田 初級 伊藤 9:50 中上級 ボン 8:15 ジュニアA 田山
11:10 中上級 伊藤 中上級 下垣 初中級 ボン 中　級 直田 中上級 直田 ２限 初　級 島田 １限 １限
～ ゲームクラス 島田・ボン 中　級 田山 上級 田山 シングルス ボン 9:55 中　級 伊藤 8:20 初中級 直田 8:20 ジュニアC 島田

12:40 　(中級以上）（２面使用）　　　　会員ゲーム 直田 （中級以上） ～ 中上級 ボン ～ 中　級 田山 ～

11:25 上　級 田山 時間帯 9:50 中上級 伊藤 9:20

３限 ３限 ３限 ２限 ２限
13:30 中　級 ボン ゲームクラス ボン 初中級 島田 11:30 初心クラス 中村 11:30 ジュニアC 島田 9:55 初中級 伊藤 9:30 ジュニアＣ 谷郷
～ （中級以上） （中上級以上）　 ～ 上　級 ボン ～ ジュニアB 望月 ～ 中　級 阪本 ～

15:00 　　（中上級以上）　 　　（中上級以上）　 13:00 12:30 11:25 上級 直田 10:30
４限 ４限 初中級 望月 ３限 初心クラス 島田 ３限

13:05 中　級 島田 11:30 中　級 阪本 10:40 ジュニアB 谷郷
～ 中上級 田山 ～ 中上級 田山 ～

14:35 シングルス 13:00 11:40

５限 ジュニアC 谷郷 キッズ 島田 キッズ 島田 ジュニアC 直田 ５限 ５限 ４限 初　級 伊藤 ４限

16:20 ジュニアB 島田 ジュニアC 直田 ジュニアC 田山 ジュニアB 伊藤 14:40 初中級 中村 キッズ 谷郷 13:05 中上級 直田 13:05 ジュニアB 谷郷
～ ジュニアB 田山 ジュニアB ボン ～ 中上級 田山 ～ ～ ジュニアA 島田

17:20 ジュニアA ボン 16:10 ジュニアB 伊藤・谷郷 14:35 14:05

６限 ジュニアC 田山 ジュニアB 谷郷 キッズ 直田 ジュニアC 島田 ジュニアC ボン ６限 ６限 ジュニアC 中村・望月 ５限 初　級 伊藤 ５限 キッズ 谷郷
17:30 ジュニアB チーコ ジュニアＣ 伊藤 ジュニアA ボン ジュニアB 伊藤 16:15 中　級 廣田 16:45 ジュニアB 島田・谷郷 14:40 14:40 ジュニアC 田山
～ ジュニアＢ ボン ～ ～ ジュニアA ボン ～ ～ 親子クラス 島田

18:30 外　ソフト ジュニアＡ 島田 17:45 17:45 16:10 15:40
(小学生) 外　ソフト

（小学生） 滝谷 ７限 ７限 ジュニアC 望月 ６限 ジュニアC 谷郷

７限 シングルス 初心クラス 島田 初　級 田山 初　級 チーコ 17:50 育成クラス 下垣 17:50 15:50 ジュニアB 田山・島田

18:40 初中級 田山 （中級以上） 初中級 ボン 中　級 ボン 中　級 ボン ～ 中　級 ボン ～ ～ ジュニアA 直田
～ 中上級 伊藤 中　級 伊藤 上　級 直田 シングルス 直田 19:20 上　級 田山 18:50 16:50

20:10 上　級 直田 中上級 田山 （中級以上） ８限 7限
19:25 シングルス ボン・望月 16:20

外　ソフト(中) 堀口・谷郷 外　ソフト(中) 堀口・滝谷 外　ソフト(中) 伊藤 ～　　　　　　　(中級以上)（２面使用） ～

８限 初心クラス 島田 初中級 中村 初　級 島田・中村 初　級 中村 20:55 中上級 伊藤 17:20
20:20 初中級 田山 初中級 阪本 中　級 伊藤 初中級 直田 初中級 ボン・望月 8限
～ 中　級 伊藤 中　級 望月 中上級 田山 中　級 田山 中　級 直田 17:30

21:50 中上級 直田 上　級 ボン 中上級 ボン 中上級 チーコ ～

９限 19:00
22:00 中上級 阪本 シングルス 下垣 中　級 島田 上　級 伊藤
～ （２面使用） （中上級以上）（２面使用） 上　級 ボン （２面使用）

23:30
　　　　 ＴＥＬ　０７９ー２４６－３１１１　　

【ご案内】 ＦＡＸ　０７９ー２４６－３１３７

　・女子トーナメントは中上級以上の女性の方が対象です。
　・女子ダブルスクラスは、中級以上の女性の方が対象です。

        〒６７２－８０１５　　姫路市八家　１２７２

※2018年8月14日発行の時間割です。随時更新されますので、ご注意ください。

　ソフト(小) 伊藤

外　ソフト
(中)

堀口・谷郷
　◆◆◆　ノアインドアステージ姫路　◆◆◆

女子トーナメント 　 直田　　 女子トーナメント 　 ボン　　

伊藤

望月

19:30～21:00 19:30～21:00 19:30～21:00

伊藤(中級以上)

14：45～15：35

15：40～16：40
16：30～17:00

ひよこクラス　　　直田

土曜日
ジュニア

女子トーナメント 　 ボン　

ジュニア

ノアインドアステージ姫路　 10月期時間割  　           期間　10月6日（土）～12月28日（金）

【ご注意】　都合により時間割およびコーチの変更を行う場合がございます。
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

一　般 一　般


