
　　　　4月期　時間割（4/2～6/29）

9:30 初中級 平田 初級 裕紀 初中級 平田 初級 杉井 初級 大塚 8:00 初級 杉井 初中級 岡本

① ～ 中級 秀二 初中級 秀二 中級 大塚 初中級 大塚 初中級 裕紀 ① ～ 初中級 伊原 中級 伊原

10:55 初中ゲーム 大塚 中級 大塚 上級 直田 中級 秀二 中級 直田 9:25 中級 平田 上級 直田

初心者 大塚 初心者 平田 初心者 平田 初心者 大塚 初心者 秀二 初心者 平田

11:05 初級 秀二 初級 裕紀 ＧＣ 直田 初中級 伊原 初級 裕紀 9:30 初級 平田 初級 直田‐魚谷

② ～ 初中級 平田 初中級 大塚 初中級 大塚 中級 秀二 初中級 大塚 ② ～ 初中級 魚谷 初中級 秀二-伊原

12:30 中級 直田 中LTＮ 秀二 上LTＮ 伊原 上LTＮ 杉井 中級 直田 10:55 中級 杉井 中級 岡本

初心者 伊原 初心者 直田

12:30 11:00 初級 裕紀 初級 中田

③ ～ ③ ～ 初中級 秀二-魚谷 初中級 平田

13:25 12:25 中級 長内 中級 岡本

初ソフト 裕紀 Ｊｒ

13:30 中級 平田 中LTN 大塚 初級 大塚 初級 大塚 12:30 Ｊｒ Ｊｒ

④ ～ 中LTＮ 大塚 初中級 伊原 中級 長内 ④ ～ Ｊｒ Ｊ5 伊原

14:55 上級 直田 中級 直田 中級 杉井 上級 直田 13:55 上級 長内 ＧＣ 直田

15:30～ひよこ 大塚 Ｊｒ Ｊｒ

15:30 15:00～上級 平田 15:00～上級 長内 14:00 Ｊｒ 初級 中田

⑤ ～ ⑤ ～ 初中級 裕紀 初中級 伊原

16:25 Ｊ１ 直田-裕紀 Ｊ１ 平田 Ｊ１ 秀二 15:25 中級 長内 中級 秀二

低ソフト 裕紀 低ソフト 裕紀 Ｊｒ Ｊｒ

16:30 Ｊ２ 秀二 Ｊ２ 伊原 Ｊ２ 秀二 Ｊ2 直田 15:30 Ｊｒ

⑥ ～ Ｊ２ 平田 Ｊ３ 平田 Ｊ３ 大塚 Ｊ３ 長内 Ｊ3 伊原 ⑥ ～ Ｊｒ 中級 平田

17:25 Ｊ３ 秀二 Ｊ４ 直田 Ｊ４ 長内 Ｊ４ 伊原 Ｊ４ 長内 16:55 Ｊ5 長内 上級 岡本

Ｊ１ 裕紀-直田 16:30 ソフト

17:30 Ｊ３ 秀二 Ｊ３ 直田 Ｊ３ 平田 Ｊ４ 伊原 Ｊ2 伊原 17:00 初中級 平田 裕紀

⑦ ～ Ｊ４ 平田 J５ 秀二 Ｊ４ 長内 J5 長内 Ｊ3 長内 ⑦ ～ 中級 秀二 17:00 Ｊｒ

18:25 初ソフト 角野 初ソフト 裕紀 Ｊ５ 伊原 初ソフト 角野 18:25 上級 伊原 Ｊｒ

初ソフト 青山 初心者 大塚 初心者 大塚 初心者 魚谷 18:00

19:00 ソフト 角野 初ソフト 裕紀 初級 魚谷 初中級 長内 初ソフト 裕紀-角野 18:30 ソフト 裕紀 ソフト 裕紀 

⑧ ～ 初中級 魚谷 ソフト 山本 ソフト 裕紀 上級 伊原 初級 直田 ⑧ ～ 初中級 伊原 初ソフト 角野-早川

20:25 中級 直田 中級 平田 中級 直田 ソフト 裕紀 初中級 長内 19:55 中級 杉井

初心者 魚谷 初心者 魚谷 初心者 平田 19:30

20:35 上ソフト 角野 初級 大塚 初級 大塚 初級 長内 初級 伊原 20:00 初中級 伊原 上ソフト 裕紀

⑨ ～ 初中級 秀二 初中級 直田 中級 伊原 初中級 伊原 初中級 長内 ⑨ ～ 中級 秀二

22:00 上級 魚谷 中級 平田 上級 直田 中級 秀二 社会人ソフトA 裕紀 21:25 上級 杉井

社会人ソフト 裕紀

22:10 社会人ソフト 裕紀 21:30

⑩ ～ SC 直田 中級 魚谷 中ＬＴＮ 杉井 初中級 魚谷 ⑩ ～ ＳＣ 秀二

23:35 SC 直田 中級 直田 上級 伊原 上級 伊原 22:55 社会人ソフト 裕紀

《クラス定員》

　１コーチ・・・９人（振替１人）　　２コーチ・・・１３人（振替１人） 12:30 Ｊ２ 秀二-平田

　ハーフコートの場合・・・５人（振替１人） ２コーチ・・・８人（振替１人） ① ～ Ｊ３ 伊原 Ｊ３ 魚谷-中田

13:25 Ｊ４ 平田

※レベル、担当コーチ等都合により変更する場合がございますのでご了承下さい。 14:00 Ｊ１ 平田 Ｊ２ 魚谷

※定員に満たない（３名以下）クラスは閉鎖となる場合もございますのでご了承下さい。 ② ～ Ｊ２ 魚谷

※人数の変動により急に2コーチ定員13名となる場合もございますのでご了承下さい。 14:55 Ｊ４ 秀二

15:00 Ｊ1 伊原 15:０0～ひよこ 直田

※対象　　　　　　　　      　　　　 　　　　　　    　 初ソフト・ソフト→小学5年生～高校３年生（85分） ③ ～ Ｊ２ 秀二 15:30

    社会人ソフト→大学生以上（85分） 15:55 Ｊ３ 杉井-魚谷 Ｊ３ 中田

    ソフト（低学年）→小学１年生～小学４年生（55分）　　　　　 16:00 Ｊ1 秀二 Ｊ1 秀二-魚谷

　　　　　　　          　   　ひよこ→２歳半～３歳（30分） ～ Ｊ２ 平田

　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　中LTN→中級以上の女性※コーチの認定が必要です（85分） ④ 16:55 Ｊ３ 魚谷-裕紀

　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　 上LTN→上級以上の女性※コーチの認定が必要です（85分） Ｊ４ 杉井

　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　ＧＣ（ゲームクラス）→中級以上　定員8名（55分） 17:00 Ｊ1 魚谷 Ｊ２ 中田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　  　　 上ソフト→※コーチの認定が必要です　(85分） ⑤ ～ Ｊ２ 裕紀 Ｊ３ 直田-角野

            　　　　　　　　　　　　　初中ゲーム→初中級・中級 17:55 Ｊ４ 魚谷
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