
16:20～17:10 エントリーゼロ 北川

17:10～18:00 エントリー 北川 17:00〜18:20 エントリー強化 梅澤

18:00～19:20 チャレンジャー 北川 18:20～20:40 アカ/選抜　フリー 梅澤

16:00～16:50 エントリーゼロ 北川 16：50～17：40 エントリー 梅澤 16：40～18：00 エントリー強化 黒田

16:50～18:10 チャレンジャー 佐藤 16:50～17:40 エントリー 北川 17:40～19:00 チャレンジャー強化 梅澤

佐藤 17:40～19:00 チャレンジャー強化 北川 19:00〜20:40 チャレンジャー選抜 梅澤

北川 19:30～21:00 アカ/選抜　フリー 佐藤

16:00～16:50 エントリー 赤松

16:50～18:10 エントリー強化 佐藤 16:50～18:10 チャレンジャー 赤松

18:10～19:30 チャレンジャー強化 赤松

19:30～21:00 チャレンジャー選抜 赤松

16:00～16:50 エントリーゼロ 北川 16:20～17:10 エントリーゼロ 赤松

16:50～18:10 エントリー強化 佐藤 16:50～18:10 チャレンジャー 北川 17:10～18:00 エントリー 赤松

佐藤 18:10～19:30 チャレンジャー強化 北川 18:00～19:20 チャレンジャー 赤松 17:40～19:00 エントリー強化 梅澤

北川 19:30～21:00 アカ/選抜　フリー 佐藤 19:20～20:40 チャレンジャー強化 赤松 19:00〜20:40 チャレンジャー選抜 梅澤

16:00～16:50 エントリー 北川 16:00～16:50 エントリーゼロ 梅澤 16:50～17:40 エントリー 佐藤

16:50～18:10 エントリー強化 北川 16:50～17:40 エントリー 梅澤 17:40〜19:00 エントリー強化 佐藤

18:10～21:00 アカデミー
梅澤
北川

17:40～19:00 チャレンジャー強化 梅澤 19:00〜20:40 チャレンジャー選抜 佐藤

9：00～9：50 エントリー 赤松 9：00～10：20 チャレンジャー 佐藤 9：00～9：50 エントリー 北川

9：50～10：40 エントリー 赤松 10：20～11：40 チャレンジャー 佐藤 9：50～10：40 エントリー 北川

10：40～12：00 チャレンジャー 赤松 11：40～13：00 エントリー強化 佐藤 10：40～12：00 チャレンジャー 北川

12：00～13：20 チャレンジャー強化 赤松 13：30～16：30 アカ/選抜　フリ― 佐藤 12：10～13：30 チャレンジャー 北川

9：00～9：50 エントリー 梅澤 15：00～15：50 エントリー 梅澤

9：50～10：40 エントリー 梅澤 16：00～17：20 チャレンジャー 梅澤

10：40～12：00 チャレンジャー 梅澤 18：00～19：20 エントリー強化 梅澤

12：10～13：30 チャレンジャー 梅澤 19：20～20：40
　　選抜/チャレ強化
　　フリー

梅澤

18：00～19：40 チャレンジャー選抜 北川

20：00～21：00 アカ/選抜　フリ― 北川

9：00～10：20 チャレンジャー 梅澤 9：00～9：50 エントリー 北川 14：30～15：50 チャレンジャー強化 北川

10：20～11：10 エントリー 梅澤 9：50～11：10 チャレンジャー 北川

11：10～12：00 エントリーゼロ 梅澤 11：10～12：30 チャレンジャー 北川

12：30～15：30 月例ゲーム練習会 梅澤 12：40～13：30 エントリーゼロ 北川

9：00～9：50 エントリー 佐藤 17：00～18：00 ＰＬ 梅澤

9：50～10：40 エントリー 佐藤 18：00～19：20 エントリー強化 梅澤

10：40～12：00 チャレンジャー 佐藤 17：00～18：00 ＰＬ 佐藤 19：20～20：40 チャレンジャー強化 梅澤

13：00～16：00 アカデミー 佐藤 18：00～19：00 ＰＬ 佐藤

18：00～20：00 アカ/選抜　フリ― 北川 19：00～20：00 ＰＬ 佐藤

9：00～12：00 エントリー 黒田 9：00～12：00 チャレンジャー強化 黒田

10：00～13：00 チャレンジャー強化 黒田 10：00～13：00 エントリー 黒田

月（天理）

火（高田）

　　　　　開始：2018年4月1日（日）以降

18：00～21：00 アカデミー 佐藤

18:10～21:00 アカデミー

18:10～21:00 アカデミー

水（高田）

18:10～21:00 アカデミー　フリー

火（天理）

18:00～20:40 高校生クラス 黒田

日（高田）

土（真美ケ丘）

土（高田）

日（西谷）

日（天理）

土（天理）

佐藤

木（高田）

日（健民）日（浄化）

金（高田）

木（天理）

金（天理）

土（五條）

　9：00～11：00　練習
　11：00～12：00　フリーコート

　10：00～11：00　フリーコート
　11：00～13：00　練習

【大人レッスン】：3月プレ・オープン　4月オープン　　　月（浄化） 【大人レッスン】：3月プレ・オープン　4月オープン　　　火（浄化）

　9：00～11：00　練習
　11：00～12：00　フリーコート

　10：00～11：00　フリーコート
　11：00～13：00　練習

土（浄化）


