
時限
区分
時間
コート コーチ コーチ コーチ コーチ コーチ コーチ コーチ コーチ

10:30
坂口

20:05
藤井

10:30
坂口

10:30
光田

15:00 20:05
坂口 藤井

時限
区分
時間
コート コーチ コーチ コーチ コーチ コーチ コーチ コーチ

★スクール時間割表につきまして

上記時間割表は変更する場合がございますので、ご了承ください。

★レッスン前の空き時間でウォームアップをどうぞ！！

レッスンとレッスンの間の空き時間が最大１５分ご利用できます。

少し早く来て、ウォームアップを済まされてはいかがですか？

★スクール受付時間につきまして

月・・９：００～２０：００、火～金・・９：００～２１：００、土日祝・・９：００～１８：００

■一般クラス ■キッズクラス

初めてクラス(45分）

■ジュニアクラス

競技専門ジュニアクラス

競技専門ジュニアクラス

募集中

鳥居
山脇
光田

鳥居
光田
覚田

新設 募集中

光田

プレＡＣ 欠席連絡専用mail⇒calabash@softbank.ne.jp

ＡＣ

Ｂａｓｉｃ 坂口敦プレＡＣ

坂口

Ｂａｓｉｃ 募集中 Jr中級 光田

中級

中上級 Ｊｒ初中級 ＭＴＳ大阪校カラバッシュテニススクール

上級 Ｊｒ中級 ☎０７２－９８２－０８６４☎

初中級 ＪｒＢａｓｉｃ 初めてクラス(５０分）

中級 Ｊｒ初級

光田

Ｂａｓｉｃ キッズ 幼稚園から小学低学年（５０分）

初級

Ｅ Ｂａｓｉｃ 光田 初級

日

ｃ Jr初中級 坂口 中上級 光田

中級 山脇

Ｂ 初中級 山脇 中級 井手 中上級

Ａ 初級 井手 初中級 山脇

坂口 プレＡＣ坂口敦

山脇

レベルレベル レベル レベル

上級 山脇

中上級土

Ａ 中級 坂口 初中級 藤井 初級 藤井

レベル レベル レベル

Ｂ 中級 坂口 中上級

Ｅ ＪｒＢａｓｉｃ 光田

山脇Jr初中級

土曜ナイター
８：００～９：３０ ９：４５～１１：１５ １１：３０～１３：００ １３：３０～１５：００ １５：００～１６：３０ １６：３０～１８：００ １８：００～１９：３０
土日昼間 土日昼間 土日昼間 土日昼間 土日昼間 土曜ナイター
１時限目 ２時限目 ３時限目 ４時限目 ５時限目 ６時限目 7時限目

プレＡＣ 坂口敦 Jr中級 山脇

初中級 光田

Ｂ 中級 山脇

キッズ 鳥居 ＪｒＢａｓｉｃ

光田 中上級 坂口Ｊｒ初級金

Ａ 初級 光田 レディース 山脇 初中級 Ｂａｓｉｃ

Ｅ

初中級

ＪｒＢａｓｉｃ

シングル
中上級

坂口

Ｅ プレＡＣ 坂口敦 Jr中級 光田

Ｊｒ初級 中級 坂口

Ｂａｓｉｃ

木

Ａ 中級 山脇 中上級 光田

Ｂ Ｂａｓｉｃ レディース 坂口

募集中 初級 藤井 中級山脇 中上級 山脇 キッズ 簗瀬

キッズ 募集中ＪｒＢａｓｉｃ

坂口

Ｅ プレＡＣ 坂口敦

山脇 新設 上級

Jr中級

募集中水

Ａ 初中級 光田 中級

中上級

藤井

Ｂ Ｂａｓｉｃ 中上級 山脇 Ｊｒ初級

鳥居 Ｂａｓｉｃ 光田 Ｂａｓｉｃ 中級光田

光田キッズ 簗瀬 ＪｒＢａｓｉｃ 簗瀬

山脇Ｊｒ初級 光田 新設 募集中

初中級

山脇

火

Ａ 初中級 山脇 中級 坂口 初中級 光田

Ｅ プレＡＣ 藤井 Jr中級

Ｂ Ｂａｓｉｃ 中上級 山脇

Ｂ

Ｅ

キッズ 募集中ＪｒＢａｓｉｃ 鳥居

月

Ａ 初中級 藤井 中級 藤井

レベル レベル レベル

平日昼間 平日昼間 平日昼間 平日昼間

レベル レベルレベル レベル レベル

光田

　　　　　　　第３３期　一般スクール時間割表 平成２９年４月３０日（日）～

１時限目 ２時限目 ３時限目 ４時限目 ５時限目 ６時限目 ７時限目 ８時限目
平日ナイター 平日ナイター

９：４５～１１：１５ １１：３０～１３：００ １３：１５～１４：４５ １６：００～１６：５０ １７：００～１８：３０ １8：3０～１９：１５ １９：２０～２０：５０ ２１：００～２２：３０
平日昼間 平日昼間





　

                                                  

月・・９：００～２０：００、火～金・・９：００～２１：００、土日祝・・９：００～１８：００






