
月
10:00 シニア 中川 初級 本田 初級 阿部 シニア 中川 8:40 キッズ 信田 8:40 キッズ 信田
～ 初中 信田 中級 佐々木 中級 佐々木 初中 信田 Ｊ１ 横澤 Ｊ１ 横澤

11:30 上級 中川 Ｊ２ 中川 Ｊ２ 阿部

11:40 入門 信田 シニア 信田 入門 横澤 初中 阿部 10:10 Ｊ３ 阿部 10:10 Ｊ３ 中川

～ 初級 阿部 初中 中川 上級 佐々木 中級 信田 10:20 初中 信田 10:20 初中 阿部

13:10 中級 中川 中級 阿部 ＰL*1 信田 ～ 中級 佐々木 ～ 中級 本田

13:20 初中 本田 初中 阿部 初中 阿部 初級 阿部 11:50 上級 中川 11:50 上級 佐々木

～ 中級 佐々木 中級 信田 中級 信田 中級 中川 12:00 初級 佐々木 12:00 入門 横澤

14:50 ～ 初中 本田 ～ 初中 中川

16:00 キッズ 横澤 キッズ 横澤 13:30 中級 阿部 13:30 中級 信田

～ 13:40 入門 横澤 13:40 初級 阿部

17:00 ～ 上級 中川 ～ 初中 佐々木

17:10 Ｊ１ 横澤 Ｊ１ 信田 Ｊ１ 信田 Ｊ２ 佐々木 15:10 15:10
～ Ｊ２ 佐々木 Ｊ２ 佐々木 Ｊ２ 阿部 Ｊ３ 信田 15:20 初級 阿部 15:20 初中 信田

18:40 Ｊ３ 中川 Ｊ３ 中川 Ｊ３ 中川 Ｊ４ 中川 ～ 初中 信田 ～ 中級 中川

18:50 入門 *2 阿部 初級 阿部 初中 阿部 初中 信田 16:50 上級 佐々木 16:50 上級 佐々木

～ 中級 信田 中級 佐々木 中級 信田 中級 阿部 17:00 初中 阿部 *1
20:20 上級 中川 NJA 中川 NJB 佐々木 NJA 中川 ～ 中級 佐々木

20:30 初級 信田 入門 横澤 初級 佐々木 中級 阿部 18:30 Ｊ４ 中川 *2
～ 初中 阿部 初中 信田 上級 中川 上級 佐々木

22:00 中級 佐々木 中級 阿部
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ＰＬ…プライベートレッスン
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・入門・シニア・キッズクラスは１時間のレッスンです。

・緑字はクラス・コーチの変更・新設です。

２０２３年５月６日（土）～６月３０日（金）

日

4

①11:40～12:20
②12:30～13:10
　19:20～20:20

・都合により担当コーチが変更、休講になる場合があります。

ＮＪＡ…中高生の中級レベル以上

ＮＪＢ…中高生の初級者

・生徒が１名様の場合は、時間を短縮または他のクラスと合同とさせていただく場合があります。



月

10:00 シニア 中川 シニア 横澤 初級 阿部 シニア 中川 8:40 キッズ 信田 8:40 キッズ 信田

～ 初中 信田 初級 本田 中級 佐々木 初中 信田 Ｊ１ 横澤 Ｊ１ 横澤

11:30 中級 佐々木 上級 中川 Ｊ２ 中川 Ｊ２ 阿部

11:40 入門 信田 シニア 信田 入門 横澤 初中 阿部 10:10 Ｊ３ 阿部 10:10 Ｊ３ 中川

～ 初級 阿部 初中 中川 上級 佐々木 中級 信田 10:20 初中 信田 10:20 初中 阿部

13:10 中級 中川 中級 阿部 ＰL*1 信田 ～ 中級 佐々木 ～ 中級 本田

13:20 初中 本田 初中 阿部 初中 阿部 初級 阿部 11:50 上級 中川 11:50 上級 佐々木

～ 中級 佐々木 中級 信田 中級 信田 中級 中川 12:00 初級 佐々木 12:00 入門 横澤

14:50 ～ 初中 本田 ～ 初中 中川

16:00 キッズ 横澤 キッズ 横澤 13:30 中級 阿部 13:30 中級 信田

～ 13:40 入門 横澤 13:40 初級 阿部

17:00 ～ 上級 中川 ～ 初中 佐々木

17:10 Ｊ１ 横澤 Ｊ１ 信田 Ｊ１ 信田 Ｊ２ 佐々木 15:10 15:10
～ Ｊ２ 佐々木 Ｊ２ 佐々木 Ｊ２ 阿部 Ｊ３ 信田 15:20 初級 阿部 15:20 初中 信田

18:40 Ｊ３ 中川 Ｊ３ 中川 Ｊ３ 中川 Ｊ４ 中川 ～ 初中 信田 ～ 中級 中川

18:50 入門 *2 阿部 初級 阿部 初中 阿部 初中 信田 16:50 上級 佐々木 16:50 上級 佐々木

～ 中級 信田 中級 佐々木 中級 信田 中級 阿部 17:00 初中 阿部 *1

20:20 上級 中川 NJA 中川 NJB 佐々木 NJA 中川 ～ 中級 佐々木

20:30 初級 信田 入門 横澤 初級 佐々木 中級 阿部 18:30 Ｊ４ 中川 *2
～ 初中 阿部 初中 信田 上級 中川 上級 佐々木

22:00 中級 佐々木 中級 阿部
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２０２３年３月４日（土）～４月２８日（金）
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・都合により担当コーチが変更、休講になる場合があります。
・入門・シニア・キッズクラスは１時間のレッスンです。 …プライベートレッスン

…ナイタージュニア

火 水 木 金 土 日

4

①11:40～12:20

②12:30～13:10

　19:20～20:20

・緑字はクラス・コーチの変更・新設です。
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ＰＬ…プライベートレッスン

・生徒が１名様の場合は、時間を短縮または他のクラスと合同とさせていただく場合があります。
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