
級 担当 級 担当 級 担当 級 担当 時間 級 担当 時間 級 担当

親子ベビー いしざき 親子ベビー しまむら 親子ベビー しまむら 8:00 選手育成 たかとう・ますやま 8:00 選手育成 たかとう・ますやま

もりや ますやま いしざき 10B～8A① たなか 10B～9B① たなか

もりや 8A②～8 こやま 9B②～8B① ますやま

成人初級 しょうじ 成人初級 もりや 成人初級 たかとう 7B～7A いしざき 8B②～8A① きたで

成人中級 さぬい 成人中級 たかとう 成人中級 しまむら 7～6B もりや 8A②～8① もりや

6A～5B すみもと 8②～7 かとう

10B〜9 やまもと 10B〜8① いしざき 10B〜8B しまむら 10B〜9① しまむら 5A ますやま 6B～4 すみもと

8B〜7 きたで 8②～7 しまむら 8A～7 さぬい 9②～7 やまもと 5～４A① ごとう

6B〜4 さぬい 6B～4 さぬい 6B～4 うえもと 6B～4 かとう 4A②～4 こかじ

3B～3 きたで

10B～8B こやま

8A たなか 10B～8A たなか

8～7B いしざき 8～7B① かとう

7A～7 こかじ 7B②～7 ますやま

6B たかとう 6B～6A① もりや

10B〜8① ますやま 10B〜8A いしざき 10B〜8B しまむら 10B～8B やまもと 6A～6 うえもと 6A②～6 おやまだ

8②〜7A きたで 8～7 しまむら 8A～7 こかじ 　8A～7B ますやま 5B～5A にしだ 5B～5 きたで

7〜6 かとう 6B〜5B① きたで 6B〜6 うえもと 7A～7 こかじ 5～4 かとう 4B～3B すみもと

5B〜5A もりや 5B②〜5A もりや 5B～5A① ごとう 6B〜6A すみもと 3B～3 きたで 3A～3 ごとう

5〜4 こかじ 5～4 こかじ 5A②～5 すみもと 6～5B たかとう

3B〜3 さぬい 3B～3 さぬい 4B〜4 すぎやま 5A しまむら 10B～8A① いしざき 10B～7 もりや

3B～3 きたで 5～4A① とむら 8A②～8 こやま 6B～5A① かとう

4A②～3 かとう 7B～7A こかじ 5A②～4B ごとう

7 もりや 4A～3A きたで

6B〜6A たかとう 3～2A① すみもと

6～5A① ごとう 2A②～2 おやまだ

10B〜5A きたで 10B〜5A さぬい 10B〜5B さぬい 10B～7B かとう 5A②～5 にしだ

5〜3 ますやま 5〜3 もりや 5A〜4 ごとう 7A～6 たかとう 4B～4A かとう

2B〜2 さぬい 2B〜2 とむら 3B〜3 うえもと 5B～4 ますやま 4～3 ますやま

2B〜2 すみもと 3B～2B もりや 2B～2 かとう 10B～8B① ますやま

2A～2 とむら 1B～1 ごとう 8B② たなか

S6～S5 すみもと 8A～8① もりや

S4～R きたで 8②～7B かとう

7A～7 きたで

2B〜S6① ますやま 2B〜1 きたで 2B〜1 すみもと 2B～1 すみもと 6～5A① おやまだ

S6②～S3 うえもと S6〜S4 さぬい S6〜S4 さぬい S6～S5 たかとう 5A②～4B ごとう

S2〜R かとう S3〜R とむら S3〜S1 おくとみ S4～S1① とむら 4A～3 すみもと

R3〜R うえもと S1②～R たなか 10B～9B① ますやま 親子ベビー ますやま

9B②～9A① たなか かとう

きたで かとう かとう 9A②～8B① いしざき きたで

もりや 選手育成 たかとう ますやま もりや 8B②～8A もりや

19:00 選手育成 ますやま 選手育成 たかとう・ますやま 選手育成 たかとう・ますやま 8～7B こかじ

成人中級 成人初級 かとう 成人初級 もりや 7A～7 たかとう

成人中級 さぬい 成人初中級 かとう 6B～4 すみもと

成人中級 とむら

10B～8 たなか

7B～7 いしざき

6B～6A① たかとう

6A②～6 こかじ

5B～5A① すみもと

5A～4B おやまだ

4A～4 ごとう

3B～3 もりや

2B～1A おやまだ

1～S5① ごとう

S5②～S4 すみもと

S3～S1① かとう

S1②～R1 たなか

16:00
小中

スポーツクラブ　ルネサンス北砂

(18:00～19:30)
育成 育成

20:00

15:00
幼児
小学

16:00
幼児
小学

11:30
幼児
小学

11:30
小学

17:00
小学

12:30
小中

12:30
幼児
小学

18:00
小中

14:00
幼児

15:10

育成

11:10

9:30
幼児
小学

9:30
幼児

12:00

15:00
幼児

10:30
幼児
小学

10:30
幼児
小学

2022年 8月度　レッスン担当一覧表

月 火 水 金 土 日

欠席・振替について ※WEB振替操作はAM2:00～AM7:00まではご利用いただけません。

□ 欠席連絡　・・・　レッスン開始直前まで ⇒事前連絡がない場合、振替ができませんのでご注意ください。

□ 振替予約　・・・　レッスン開始直前まで ⇒希望クラスが満席の場合、予約できませんのでご了承ください。

□ 欠席した振替は次月度までに ⇒予約は1度に1回のみ、2回目の予約は1回目終了後ご取得ください。

　　　　　　　　　　　　2回取得可能です。 同月3回目以降の欠席は、振替・返金対応は致しかねます。

□ 翌月期まで繰り越し可能です。

□ 振替は同一コースのみ ⇒例）幼児コースの場合⇒○幼児コース、×幼小コース

ただし、幼児小学生・小学生中学生コースご登録の方は下記の振替が可能です。

幼児小学生コースの小学生⇒○小学生コース

小学生コース5B級以上⇒○小学生中学生コース

□ 欠席・振替の登録は ⇒ 1日開始ではない月もございますのでご注意ください。

　　　　当月度スクールスタート日10:00より 土曜日・日曜日からレッスンスタートの場合は7:00より取得可能です。

□ 振替日のバス利用不可 ⇒登録日以外の利用はできません。

□ 休会中は振替としてレッスンに参加することはできません。

特別振替について

□ 特別振替は学校保健法で定める伝染病に感染した場合にご利用いただけます。

□ 欠席をされた日から2ヶ月以内に振替をお取りください。 例）10月10日欠席→12月10日まで

□ 欠席のご連絡はレッスン開始前までに当クラブにご連絡ください。WEBで特別振替の欠席登録はできません。

レッスン欠席・振替制度

クラス色分け 

成人スイミング

親子ベビー

幼児

幼児・小学生

小学生

小中学生・育成

選手育成

2B級    


