
2022/9/30

１限 初中級 中野 初　級 斎藤 中　級 門井 初中級 下垣 １限 初中級 門井 宮崎 １限 ０限 ０限 J３ 宮﨑

9:30 中　級 下垣 初中級 金子 中上級 金子 女子D 中野 8:20 中　級 中野 7:15 J４ 門井

～ 中上級 野添 ～ 中上級 永田 ～

11:00 会員G 中野 9:50 8:15

２限 初心者 下垣 クローズ 初心者 野添 初中級 野添 初級 野添 ２限 初　級 宮崎 ２限 １限 １限 J２ 永田

11:10 初　級 金子 初中級 金子 中　級 金子 中上級 金子 9:55 中　級 野添 8:20 初中級 金子 8:20

～ 松脇 中野 中　級 門井 上　級 下垣 S 松脇 ～ 中上級 中野 ～ 中　級 宮崎 ～

12:40 会員G 斎藤 11:25 上　級 門井 9:50 中上級 野添 9:20

３限 中　級 松脇 上　級 松脇 女子TN 松脇 ３限 ３限 J２ 宮崎 ２限 ２限 J２ 門井

13:30 女子TN 金子 11:30 11:30 J３ 門井 齋藤 9:55 初中級 永田 9:30

～ ～ 初心者 野添 ～ ～ 中　級 野添 ～

15:00 13:00 上　級 永田 12:30 11:25 上　級 金子 10:30

４限 ４限 ４限 ３限 ３限 J３ 宮崎 福田

13:05 中　級 斎藤 ひよこ 野添 11:30 初心者 松本 10:40

～ 中上級 松脇 ～ 中　級 永田 ～

14:35 S 永田 J1 門井 13:00 中上級 門井 11:40 ひよこ 宮崎

５限 J２ 金子 J1 野添 J２ 金子 ５限 ５限 ４限 ４限 J３ 福田

16:20 J３ 門井 J２ 門井 J３ 野添 14:40 初心者 松脇 J1 宮崎 13:05 13:05 J４ 宮﨑

～ J４ 斎藤 J３ 松脇 ～ 初中級 永田 ～ 初　級 野添 ～

17:20 16:10 中上級 野添 J1 クローズ 14:35 中上級 金子 14:05

ひよこ 金子 ６限 ６限 J２ 永田 ５限 ５限 J1 宮崎 門井

６限 J１ 松脇 J1 宮崎 J２ 野添 J2 松脇 16:15 16:45 J３ 門井 14:40 14:40 J２ 福田

17:30 J３ 門井 J２ 門井 J３ 門井 J４ 金子 ～ ～ J４ 松脇 ～ ～ 親子 松本

～ J３ 松脇 J４ 金子
ソフト
小学生 野添 17:45 中　級 斎藤 17:45 16:10 初　級 野添 15:40

18:30 J４ 斎藤 ７限 ７限 J２ 門井 ６限 J２ 松本

外ソフト
小学生 竹内

外ソフト
小学生 野添 福田 17:50 17:50 J３ 永田 15:50 J３ 門井

７限 金子 初心者 齋藤 初心者 金子 初心者 金子 ～ 中　級 松脇 ～ ～ J４ 宮崎

18:40 初中級 宮崎 初　級 門井 初　級 宮崎 19:20 上　級 斎藤 18:50
外ソフト
中高生 野添 16:50

～ 初中級 門井 中　級 野添 中　級 松脇 中　級 松脇 ８限 ７限

20:10 中上級 門井 上級 野添 19:25 松脇 16:20

～ ～

外ソフト
中高生 竹内

外ソフト
中高生 福田

外ソフト
中高生 山中 20:55 中上級 斎藤 17:20

ソフト
小学生 山中 竹内

８限 初中級 松脇 初中級 宮崎 初　級 野添 初中級 宮崎 ８限

20:20 中　級 門井 中　級 野添 初中級 金子 中級 金子 ＊　S　　 ⇒　シングルス 17:30

～ 金子 中上級 門井 中　級 門井 中上級 野添 ＊女子TN  ⇒　女子トーナメント(中上級以上) ～

21:50 上　級 松脇 中上級 松脇 上級 松脇 ＊女子D 　⇒　女子ダブルス(中級以上) 19:00
外ソフト
中高生 竹内 山中

９限 松脇 初中級 門井 ９限

22:00 中　級 金子 ★都合により変更になる場合がございます。 19:05

～ 上　級 松脇 ★3名以下のクラスは閉講する場合がございます。テニススクール・ノア姫路校 ～

23:30 ★ は変更クラスになります。 TEL　079-246-3111 20:35
外ソフト
中高生 野添

ジュニア

(2面使用）

12:30～13:00

ゲーム
中級以上 （2面使用）

ジュニア

ジュニア

13:40～14:30

ジュニア14:45～15:35

ジュニア

13:05～13:35

16:30～17:00

ジュニア

ジュニア

ジュニア

ジュニア

ジュニア

ジュニア

ジュニア

ジュニア

19:30～21:00

ジュニア

ジュニア

ジュニア

2022年10月期　時間割　　 10月8日（土）～12月30日（金）

月 火 水 木 金 土 土　ジュニア

ジュニア

日　ジュニア日

17:50～19:20

ジュニア

S
中上級以上 （2面使用）

中上級
（2面使用）

上　級
（2面使用）

19:30～21:00 19:30～21:00

S
中上級以上 （2面使用）

ジュニア

15:40～16:30

中上級以上

中級以上

中級以上

中上級以上

中級以上定
休
日


