
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

初中級 中級 中上級 初級 初中級 中級 初中級 中級 中上級 初級 初中級 上級 キッズ7級 Jr4級 Jr2.1級 キッズ7級 Jr4級 Jr2.1級

吉田 角田 伊川 佐川 高橋（英） 角田 鈴木 西 榎本 高橋(勇) 白熊 角田
白崎・

角田（弓）
佐川 島村

細谷・
柳澤

山本 吉田

～ 高橋（勇） 平野 Jr5級 小杉 友寄 Jr5級 伊川（隆） 本山

吉田 Jr3級 野本 高橋（英） Jr3級 松尾

初級 初中級 中級 初級 初中級 上級 初級 初中級 中上級 初中級 中級 中上級 ～ 前谷 榎本 平野 鈴木

高橋（勇） 伊川 角田 高橋（英） 角田 佐川 西 榎本 伊川 角田 佐川 白熊

～ 平野 高橋（勇） 初級 初中級 中級 初級 初中級 中級

佐川 西 角田 山本 松下 本山

初級 中上級 上級 中級 中上級 上級 中級 中上級 上級 初級 中級 上級 ～ 前谷 小杉 島村 伊川（隆） 平野 松尾

高橋(英） 庄司 角田 庄司 北野 角田 榎本 西 鈴木 吉田 角田 庄司

～ 初中級 中級 中上級 初中級 中級 中上級

角田 吉田 西 本山 松下 西

上級 上級 上級 ～ 小杉 島村 吉田 伊川（隆） 松尾

キッズ7級 キッズ7級 庄司 キッズ7級 鈴木 キッズ7級 鈴木

～ 高橋（英） 白崎 高橋（英） 佐川 中級 中上級 上級 初級 中級 上級

14:55～15：55 14:55～15：55 14:55～15：55 14:55～15：55 角田 西 庄司 高橋（英） 西 吉田

キッズ7級 Jr4級 Jr2.1級 キッズ7級 Jr4級 Jr2.1級 キッズ7級 Jr4級 Jr2.1級 キッズ7級 Jr4級 Jr2.1級 ～ 吉田 山本

角田（弓） 鈴木 吉田 白崎 高橋（英） 佐川 井上 高橋（英） 吉田 吉田 友寄 鈴木

～ Jr5級 Jr3級 Jr5級 Jr3級 Jr5級 Jr3級 本山 Jr5級 Jr3級 初級 初中級 中級 初中級 中級 中上級

松尾 高橋(英) 細谷 山田 榎本 佐川 前谷 佐川 小杉 佐川 高橋（英） 山本 高橋（英） 西

柳澤 ～ 前谷 本山

Jr5級 Jr4級 Jr2.1級 Jr5級 Jr4級 Jr2.1級 Jr5級 Jr4級 Jr2.1級 Jr5級 Jr4級 Jr2.1級 初級 初中級 中上級 初級 中上級 上級

鈴木 吉田 佐川 山本 白崎 鈴木 佐川 吉田 榎本 佐川 白熊 鈴木 高橋（英） 庄司 吉田 本山 庄司 高橋（勇）

～ 角田(弓） 柳澤 松尾 山田 佐川 井上 本山 鈴木 前谷 庄司 島村 ～ 前谷 伊川（隆）

Jr3級 平野 Jr3級 高橋（英） Jr3級 Jr3級 友寄

高橋（英） 細谷 松下 吉田 中級 中上級 上級 初中級 中級 上級

小杉 高橋（勇） 佐川 山本 西 吉田

Jr5級 Jr3級 Jr2.1級 Jr5級 Jr3級 Jr2.1級 Jr5級 Jr4級 Jr2.1級 Jr5級 Jr3級 Jr2.1級 ～ 小倉

吉田 鈴木 佐川 佐川 細谷 鈴木 鈴木 白熊 榎本 島村 白熊 榎本

平野 松尾 山田 柳澤 佐川 前谷 友寄 初級 初中級 中上級 アドバンス1級 アドバンス2級 アドバンス3級

～ Jr4級 Jr4級 Jr3級 Jr4級 北澤 高橋（英） 高橋（勇） 本山 西 高橋（勇）
白熊 山本 高橋（英） 吉田 ～ 山田 山本 小倉

柳澤 松下
アドバンス
1・2級

初級 初中級
アドバンス
1・2級

中級 中上級
アドバンス
1・2級

初中級 上級
アドバンス
2・3級

初級 初中級 初中級 中級 上級 【20:30退館】

平野 林 白熊 松下 庄司 高橋（英） 高橋（勇） 吉田 白熊 高橋（勇） 佐川 鈴木 高橋(英) 北澤 高橋（勇）

～ 柳澤 小倉 山本 本山 柳澤 島村 ～

初級 初中級 中級 初級 初中級 中級 初級 中級 中上級 初中級 中級 中上級 【22:10退館】

小倉 島村 白熊 鈴木 松下 高橋（英） 高橋（英） 白熊 高橋（勇） 北野 林 高橋（勇）

～ 林 川窪 小杉 本山 川窪 山本 島村 ※担当コーチは急遽変更になる場合もございます。ご了承ください。

中級 中上級 上級 初級 初中級 中上級 初中級 中級 上級 中級 中上級 上級

鈴木 玉木 林 小杉 松下 鈴木 川窪 山本 高橋（英） 林 庄司 玉木

～

【23:55退館】 【23:55退館】 【23:55退館】 【23:55退館】

ルネサンス稲毛　テニススクール　第16期クラス表　8週制【4/3（火）～5/27（日）】
火 水 木 金 土 日

コートNo. コートNo.

A Jr5

9:30 8:00

11:00

B
11:05 9:00

I
12:35 9:05

C
12:40 10:35

J
14:10 10:40

D
14:15

Jr
１

12:10

K
15:45 12:15

Jr2
15:55 13:45

L
13:50

16:55 15:20

Jｒ3 M
16:55 15:25

16:55

N
17:55 17:00

Jｒ4
18:30

17:55 O
18:35

18:55 20:05

F P
19:00 20:10

H
22:00

23:30

20:30 21:40

G
20:30

22:00


