
第１９０期  テニススクール  タイムスケジュール
 ２０１９年２月５日（火）　～　２０１９年３月３１日（日） ※変更になることもございますので、予めご了承ください。

火 水 木 金 土 日
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

はじめて 中級 初中級 初中級 中級 初級 初中級 中級 初中級 中級 初級

穐山 片山 中里 穐山 片山 小川 小池 片山 小池 中里 保坂

９：２０～ ９：２０～

１０：５０ １０：２０

中級 中上級 初級 中級 中上級 初中級 中級 中上級 初級 中級 はじめて 初中級 中級 中級 中上級 初中級

中里 穐山 小林 穐山 片山 小川 小池 片山 保坂 小池 保坂 小池 飛田 中里 高見 箕輪

１０：５５～ １０：５５～ ８：４０～ 小林

１２：２５ １１：５５ １０：１０

はじめて 初中級 中級 中級 中上級 初中級

小川 飛田 小池 箕輪 保坂 高見

１２：３０～ １０：１５～ 小林

１３：３０ １１：４５

中級 初中級 中級 中上級 初中級 中級 上級 初中級 中上級 中級 初中級 中級 中上級 初級 上級 初級 はじめて

中里 穐山 小池 穐山 中里 高見 小池 小川 保坂 穐山 中里 飛田 中里 保坂 片山 保坂 中里

１３：３５～ １１：５０～ １２：２０～

１５：０５ １３：２０ １３：２０

上級 初中級 中級 はじめて 初中級 中級 初級

高見 山下 小池 保坂 高見 片山 中里

１５：１５～ １３：２５～ １３：２５～ 小林

１６：４５ １４：５５ １４：２５

初中級 中級 中上級

高見 中里 箕輪

１５：００～
１６：３０

中級 中上級 初中級 中級

保坂 高見 山下 保坂

１６：４０～
１８：１０

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

鶴岡 穐山 保坂 穐山 菊地 小川 片山 高見 保坂 箕輪 穐山 中里

１８：３０～ １８：２０～
１９：５０ １９：５０

初中級 中級 初級 初中級 最上級 はじめて 中級 中上級 初中級 中級 中上級 初中級 中級 上級 初中級

飛田 鶴岡 小林 中里 高見 小川 高内 飛田 高見 鶴岡 穐山 中里 高見 箕輪 中里

１９：５５～ 初級 ２０：００～
２１：１５ 小池 ２１：３０ ・・・コーチ変更クラス

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

鶴岡 飛田 小池 高見 中里 保坂 高内 穐山 保坂 高見 穐山 高内 ※水曜日Gの『はじめて』クラスと『初級』クラスは同じコートで行います。

２１：２０～  　水曜日G　『はじめて』⇒１９：５５～２０：５５　『初級』⇒１９：５５～２１：１５

２２：４０ 　　　

※８週制の場合
※税込価格となります

【　成人　】
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平日昼間クラス 

平日夜間・土日クラス 

【料金のご案内】 月4回コース 月2回コース フレックス 1期8回 フレックス 1期4回 

¥10,800/月    ¥21,600/

¥11,880/月  ¥23,760/期 

はじめてクラス (60分） 

¥6,480/月  ¥12,960/期 

¥7,020/月  ¥14,040/期 

¥12,420/月  ¥24,840/期 

¥13,500/月  ¥27,000/期 

¥6,480/月  ¥12,960/期 

¥7,020/月  ¥14,040/期 

¥8,100/月  ¥16,200/期 

※はじめてクラスは初心者対象のクラス 
  です。 レッスンは取り放題です。 
※定員制、都度予約が必要となります。 

15才以上 
90分 

15才以上 
平日80分：土日90分 


