
≪一般コース≫　　平日、土日、ナイター・・・９０分　　フレッシュ・・・６０分　　エクセル・・・１２０分　　ショット別・・・６０分　　ゲームクラス・・・９０分

9:30 初中級 中上級 中上級 上級 初中級 中級 中上級 中上級 上級 中級 中上級 上級 9:00 初中級 中上級 上級 フレッシュ 9:00 8:00 中級 中上級 上級 フレッシュ 8:30

11:00 村上 野口（正） 野口（正） 伊藤 伊藤 内海 鷲見 村上 野口（正） 内海 伊藤 鷲見 10:30 井田 村上 土屋 内海 10:00 9:30 井田 伊藤 野口（幸） 柳沢 9:30

11:10 中上級 上級 中級 上級 初中級 中上級 上級 中級 上級 中級 中上級 上級 10:40 初中級 中級 中上級 上級 9:40 初中級 中級 上級

12:40 村上 野口（正） 野口（正） 伊藤 鷲見 伊藤 内海 野口（正） 村上 鷲見 内海 伊藤 12:10 遠山 内海 村上 土屋 11:10 井田 柳沢 野口（幸）

ゲーム 13:00 ショット別 13:00 12:20 中級 中上級 11:20 中級 中上級 上級

鷲見 14:30 伊藤 14:00 13:50 井田 内海 12:50 鷲見 柳沢 伊藤

14:00 中級 14:00 フレッシュ 中上級 14:00 14:30 ショット別 ゲーム 14:00 中上級 ゲーム ショット別 ゲーム 14:00 13:00 中上級 上級

15:30 野口（正） 15:00 鷲見 伊藤 15:30 15:30 内海 伊藤 15:30 村上 野口（正） 野口（正） 伊藤 16:00 14:30 鷲見 伊藤

上級 19:30 中上級 19:30 19:30 上級

伊藤 21:00 村上 21:00 21:00 野口（正）

平日：定員6名+振替枠2名
土・日・ナイター：定員8名

≪ジュニアコース≫　キッズクラス・・５０分　ジュニア（J）クラス・・６０分　ユース（Y）クラス・・９０分　ユースビギナー（YB）・・６０分　フューチャーズクラス・・９０分　プレイヤーズクラス・・１８０分

15:40 8:00 ＪⅠ ＪⅡ ＪⅢ YB

16:30 9:00 井田 村上 土屋 内海

16:00 JⅠ JⅠ JⅠ JⅠ JⅠ

17:00 内海 鷲見 井田 伊藤 伊藤

17:00 ＪⅠ ＪⅡ ＪⅢ ＪⅠ ＪⅡ ＪⅢ ＪⅠ ＪⅡ ＪⅢ ＪⅠ ＪⅡ ＪⅠ ＪⅡ

18:00 内海 村上 土屋 野口 鷲見 伊藤 鷲見 伊藤 井田 村上 伊藤 村上 内海

18:00 ＪⅢ

19:00 村上

19:00

20:30 村上 土屋 伊藤 大野 井田 遠山 伊藤 井田 伊藤

17:00

20:00

 【スクール時間割】　　【担当コーチ】は一部変更になる場合があります。

○キッズ（５才・６才）　　　　○ＪⅠ・ＪⅡ・ＪⅢ（ジュニアⅠ・Ⅱ・Ⅲ） ○ＹⅠ・ＹⅡ（ユースⅠ・ユースⅡ）　　

（小学校１年生～６年生）レベルによりクラス編成 （１８才以下、経験者）　　　　　　　　　 キッズ：定員4名+振替枠1名
○フューチャーズ 〇ＹＢ（ユースビギナー）第６５・第６６期のみ開講 ジュニア：各クラス定員8名＋振替枠2名　　計10名

（小学校4年生以下、経験者） 要審査・面談 ○プレイヤーズ （東宝TAジュニア経験者中学絞１年生） ユース：各クラス定員8名+振替枠2名　　計10名

（１８才以下、経験者） 要審査・面談

〒１８２－００２５　　　東京都調布市多摩川２－２９－１ ＴＥＬ　　０４２－４８５－６４１１

フューチャーズ

16:30～18:00

野口内海

ＹⅠ ＹⅡ
プレイヤーズプレイヤーズ

18：00～21：00

内海

フューチャーズ

16:30～18:00

ＹⅡ

内海

野口・内海

フューチャーズ

ＹⅠ ＹⅡ

16:30～18:00

フューチャーズ

16:30～18:00

野口

東宝テニスアカデミー

ＹⅡＹⅠ

18：00～21：00

日曜日土曜日

キッズ

鷲見

ゲームクラス：14：00～15：30

ショット別：14：00～15：00

キッズ

内海

プレイヤーズ

ＹⅠ ＹⅡ

ス　ク　ー　ル　時　間　割
（　第　６５　期　３　/　１　～　５　/　２　）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

金曜日

【ジュニアコース各クラス定員】

フューチャーズ

16:30～18:00

野口

エクセル

野口（正）

○　フレッシュ（テニス経験がのない方・初心者）　　　○　Ｅ級（エクセル）

月曜日

【スクール時間割】　　【担当コーチ】は一部変更になる場合があります。

○　ショット別（中級者以上）　　○　ゲームクラス（中級者以上）

火曜日 水曜日 木曜日

【一般コース各クラス定員】

野口・内海

プレイヤーズ プレイヤーズ プレイヤーズ

18：00～21：00

野口

18：00～21：00

野口・内海

18：00～21：00

クラス

担当コーチ

土曜日 日曜日

ＹＢ

14：40〜15：40

村上

野口・内海


