
第9期　2019年7月30日(火)～2019年9月29日(日) ルネサンス福島　TEL ０２４－５４４－１２４５

ｺｰﾄNo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ｺｰﾄNo 1 2 3 1 2 3
中級 初級 初中級 中級 中級 初中級 中級 ５　級 初中級 中級 初中級 中級 中上級

9:30 9:30 ９：３０～
Ａ 柳　田 斎　藤 森　谷 原　田 中　台 はじめて 森　谷 中　台 Ｉ 斎　藤 原　田 中　台 原　田 紺　野 中　台

11:00 10:15～ 11:00 ４・３級

初級 初中級 中級 初級 初中級 中上級 初級 初中級 中上級 初級 初中級 １０：４０～ 中上級 中級 初中級 中級 中上級
11:15 11:05 斎　藤

Ｂ 柳　田 斎　藤 原　田 斎　藤 原　田 中　台 原　田 柳　田 中　台 森　谷 中　台 Ｊ ２・１級 原　田 中　台 紺　野 森　谷 原　田
12:45 12:35 １１：５０～ 川　嶋

中級 中上級 はじめて 中級 PV PV 中級 PV 斎　藤 中級 初級 初中級 はじめて
13:30 13:00～ 13:00～ 13:00～ 13:00～ 12:40 ５　級 ４・３級 中　台

Ｃ 原　田 柳　田 柳　田 森　谷 Ｋ 柳　田 斎　藤 森　谷 はじめて
15:00 14:10 紺　野 佐藤(晃) 中　台

PV 上級 ダブルス中級 初級 初中級 中上級 ５　級 ４・３級 ２・１級

15:15 15:15～ 14:15 原　田

Ｄ 森　谷 柳田 Ｌ 原　田 川　嶋 柳　田 紺　野 川　嶋 中　台
16:45 ※女性限定 15:45 佐々木 紺　野 安　瀬

７・６級 ５　級 ７・６級 ５　級 ７・６級 ４・３級 S１級 ソ初心者 ソ経験者 S１級

15:50 15:50 柳田・川嶋

Ｅ１ 斎　藤 田　村 斎　藤 斎　藤 M1 ５級 原　田 森　谷 　斎　藤 末　永 川　嶋
16:50 16:50 斎藤・佐藤 佐々木 安　瀬

５　級 ４・３級 ２・１級 ５　級 ４・３級 ２・１級 ５　級 ４・３級 ２・１級 ５　級 ４・３級 ２・１級 ５　級 ２・１級 S１級 ソ初心者 ソ経験者 PV

17:00 17:00 16:45～

Ｅ２ 田　村 斎　藤 川　嶋 原　田 内　藤 斎　藤 紺　野 中　台 柳　田 森　谷 柳　田 中　台 M2 佐藤(晃) 川　島 内　藤 斎　藤 末　永
18:00 佐藤(晃) 斎　藤 川　嶋 18:00 紺　野 安　瀬

S１級 初中級 中級 初級 初中級 中級 初中級 中級 中上級 S１級 中級 中上級 初級 中級 中上級

18:20 田　村 　 斎　藤 18:20
Ｆ はじめて 片　岡 柳　田 柳　田 佐藤(晃） 中　台 原　田 森　谷 紺　野 はじめて 片　岡 柳　田 Ｎ 内　藤 森　谷 柳　田

19:50 19:10～ 佐藤(晃） 佐々木 内　藤 19:10～ 19:50 佐々木 　

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

20:00 片　岡 20:00
Ｇ 佐藤(晃） 原　田 柳　田 斎　藤 柳　田 内藤 紺　野 原　田 森　谷 柳　田 片　岡 内　藤 Ｏ 柳　田 内　藤 森　谷

21:30 佐々木 川　嶋 齋　藤 川　嶋 21:30 佐々木

はじめて はじめて

21:40 21:40～ 21:40～

Ｈ 川　嶋 斎　藤

１３：００～

ルネサンス福島　テニススクール レッスンスケジュール
火 水 木 金 土 日

●ソ初心者とソ経験者はソフ
トテニスのクラスとなっており
ます。

15:30～

16:40～

●担当コーチは変更になる
場合もございます

●人数によりアシスタント
コーチが入ります


