
23:00

　　　　高島平インドアテニススクール　TEL 03-3935-9838
7限 7限 7限 7限 7限

山内 鎌田 成田 22:10浅野 町田 井尻 宮田力 宮田純 根岸未定 町田 根岸 宮田純 金田 町田
9限

宮田純 田山 松丸 伏見 成田

上級 ショット 中級 中上級 上級 初級初中級 中級 中上級 初中級 中級 中上級

21:30

ショット 初中級 中級 上級 初級

6限 宮田力 宮田純 町田 伏見
お申込み状況によって、クラス設定
が変更になる場合がございます。初中級 中級 中上級

21:00

6限 6限 6限 6限

20:40

ショット 中級 中上級 上級
宮田純 町田 大久保 成田 鎌田 根岸大久保 宮田純 金田 浅野 大久保 井尻

20:30

田山 宮田純 松丸 伏見 未定 成田 町田

初中級 中級 中上級 8限
レンタルコート

山内

中上級 初級 初中級 中級 中上級 初級中級 中上級 上級 初級 初中級 中級初級 初中級 中級 中上級 初中級

6限
20:00 20:00

井尻 伏見5限 5限 5限 5限 5限

中上級

宮田純 田山

根岸 井尻 根岸 成田Jr3B Jr3A 初中級大久保 松丸 立見 町田 松丸 宮田力町田 根岸 鎌田 大久保 田山 宮田力
19:00

宮田純 井尻 伏見 宮田力 未定 根岸 大久保

カウン
セリング7限初中級 中級 Jr3A ゲームB ゲームAJr3A 初級 初中級 中上級 上級 Jr3B中級 中上級 Jr3B 初級 初中級 中級Jr3B 初中級 中級 Jr3A 初中級

Jr 2限
18:30 18:30

宮田力 井尻 Jr 2限Jr 2限 Jr 2限 Jr 2限 Jr 2限

中級

成田 町田

鎌田 宮田純 宮田力 町田Jr2B Jr2A 初中級宮田純 立見 町田 鎌田 山内 浅野山内 町田 浅野 松丸 鎌田 鎌田
17:30

宮田力 井尻 立見 浅野 根岸

Jr2A Jr3B Jr3A6限Jr2B Jr2A Jr2選抜 Jr2BJr2選抜 Jr3B Jr2B Jr2A Jr3B Jr3AJr2B Jr2A Jr3A Jr2B Jr2A

Jr 1限 Jr 1限17:00 17:00

Jr2B Jr2A Jr2選抜

Jr 1限 Jr 1限 Jr 1限 Jr 1限

宮田力 宮田純 井尻 宮田純 根岸 成田町田 鎌田 井尻 伏見佐藤 宮田純 松丸 鎌田浅野 山内 町田 浅野 町田宮田純 宮田力

Jr2B Kid's Jr1 Jr1 Jr1初級 初中級 中級Kid's Jr1 Jr1 Jr1 Jr1Jr1 Jr1 Jr1 Kid's
16:00 16:00 16:00

Jr1 Jr1 Kid's Jr1

15:40 15:40
5限 5限15:30

4限 4限 4限 4限 4限

宮田純 鎌田
浅野

浅野 宮田純 宮田力 町田 成田 町田
鎌田 宮田純 立見 山内 松丸 鎌田松丸 鎌田 宮田純 山内 宮田力井尻 宮田力 松丸 立見 成田 山内 浅野

中上級 初中級 中級 Jr2B 中上級
初中級 中級 ゲームB

14:10 14:10

初級 初中級 中級
ゲームA ショット 初中級 中上級 上級 ショット初中級 中級 ショット 中級 中上級

14:00 14:00 14:00

ショット 中級 中上級 ゲームA ショット

3限 3限 4限 4限3限 3限 3限

鎌田 根岸町田 伏見 成田 浅野 成田 宮田力井尻 立見 宮田力立見 成田

中上級中級 中女 中上級 初級 初中級 中級中上級 初中級初中級 中級ゲームB 上級

12:20 12:20
12:30 12:30 12:30

2限 2限 2限 Bクラス 2限
経験 3限 3限

2限

浅野鎌田 井尻 松丸 関本 松丸 宮田力山内 鎌田 成田 山内 立見 宮田力根岸 井尻 宮田力 立見 井尻 根岸 浅野
伏見 根岸 町田 宮田純 本澤 宮田力

初中級 中級 上級
井尻 宮田純

ゲームB 初級 初中級 中級 中上級 のんびり初中級 中級 中上級 初級 初中級 中級
初中級 中級 上級

初級 初中級 中級 ゲームA 初級

10:50 10:50
11:00 初級 初中級 中級 中上級 初級

10:40 10:40
1限 1限 1限 1限 1限

浅野
2限 2限

鎌田 松丸 立見 宮田力 佐藤 松丸浅野 成田 山内 鎌田 立見 井尻宮田力 井尻 立見 根岸 井尻 山内
町田 鎌田 根岸

根岸

初中級 中級 ゲームA 成田 井尻 浅野 本澤 成田中上級 初中級 中級 ゲームB ゲームA 初級中級 ゲームB 上級 初級 初中級 中級初中級 中級 中上級 ゲームA 初中級

初中級 中級 中上級9:30 初級 初中級 中上級 上級 初級

経験 9:00 9:00
9:10 9:10

Aクラス 0限

1限 1限関本 本澤

Jr1 町田 根岸 本澤 成田 宮田力のんびり

0限
8:00 8:00

井尻 浅野 成田

初中級 中級 中上級 中上女 Jr2B
7:30 7:30

初中級 中級 中上級

本澤

土曜日 日曜日

6:30

ゲームA

2015年 11月期
クラス担当表

2015/10/15

　高島平インドアテニススクール

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

お知らせ

◇11月期は11月4日（水）～12月1日（火）まででございます。※5週レッスンになります。

◇11月期の振替期限は12月期末日【１２月２９日（火）まで】でございます。

◇電話受付開始は以下の通りでございます。月～木曜9：00 金曜7：30 土曜6：15 日曜7：00


