
ロングウッド藍住　 2019年         　 タイムテーブル

      Ｌ  J0

　 　

　 　 　

　 　 　 　

土 日

8:10 ゆうゆう 8:10 ＳⅡ

月 火 水 木 金

　入門 ＳⅠ 8:10
S  レッド グリーン Ｕ１５ 　 　 ５０　　　 　

S S
9:10 青木 入門 ＳⅠ ＳⅡ ＳⅢ 　 　　　'８０

 9:30 高瀬 溝渕 高瀬
ゲーム オレンジ イエロー Ｕ１８ ペアレンツ  

9:30
9:30 ＳⅠ ゲームⅡ ＳⅠ ゲームⅡ ＳⅠ 　入門 ＳⅡ ＳⅢ 9:30

       ５０　　　  
ＳⅡ ＳⅢ 9:30 ＳⅠ ＳⅡ ＳⅡ

A
 　  　　　'８０

 　 　 　 　

10:50 東原 青木 高瀬 青木 青木 篠原 青木
 　 　 高瀬

A A

東原 10:50
10:50 ＳⅢ ゲームⅠ 　入門 ＳⅡ・Ⅲ 　入門 ＳⅢ ＳⅠ

高瀬 青木 10:50 溝渕 東原 高瀬
ＳⅠ ＳⅡ 10:50

５０　　　 ５０　　　
ＳⅢ ＳⅠ ＳⅡ 10:50 ＳⅠ ＳⅡ

　
B B B

 　　　'８０ 　　　'８０
　 　

篠原
12:10 東原 篠原 篠原 高瀬 青木 東原 篠原

　  佐野
溝渕 東原 12:10

入門(５０分) 入門(５０分) 入門(５０分)

青木 高瀬 青木 12:10 溝渕 東原
入門(５０分) レッド　内田 12:10

青木 青木 青木

12:10 入門(５０分)

溝渕 オレンジ篠原 13:00
13:00 ＳⅠ ＳⅡ・Ⅲ ＳⅡ ゲームⅠ プライベート ゲームⅢ

13:00 高瀬
13:00

13:10 オレンジ溝渕 イエロー東原　
レッスン

ゲームⅡ・Ⅲ ＳⅠ ＳⅢ 　入門 ＳⅠ

C
   

５０　　　 　

14:20 高瀬 東原 高瀬 青木 青木 篠原 篠原
  　　　'８０

C J1

東原 14:20
14:20 ＳⅠ 　入門 ＳⅡ SⅠ

高瀬 東原 14:00 オレンジ篠原 ペア　高瀬 高瀬
14:20

グリーン東原 イエロー青木
５０　　　

ゲームⅡ 　入門 　 J2 　入門 ＳⅠ

５０　　　 　 ５０　　　 　
D 14:50 オレンジ内田 ペア　青木 D

　　　'８０
J315:40 篠原 篠原 東原

　　　'８０  　　　'８０ 　
高瀬 篠原 15:40

15:40 レッド　内田 オレンジ東原 レッド　内田 ペア　高瀬 レッド　東原 オレンジ青木
青木 東原 青木  グリーン篠原　イエロー高瀬

ペア　東原 ＳⅠ U18 15:40

J4 J4 　

レッド　青木 グリーン東原 オレンジ高瀬 15:40 レッド　内田

オレンジ佐野　グリーン青木 E
16:30 オレンジ内田 イエロー東原 オレンジ内田　グリーン高瀬

オレンジ青木 オレンジ篠原

16:30 オレンジ佐野 ペア　東原
東原 篠原 17:00

オレンジ内田　グリーン青木　グリーン篠原 イエロー高瀬 オレンジ青木 イエロー東原　

グリーン篠原　イエロー高瀬 U18 17:00J5 J5グリーン篠原　 　
オレンジ内田 ペア　篠原 オレンジ高瀬 　

F
J6 J6 

イエロー篠原 オレンジ青木　グリーン高瀬 グリーン高瀬 イエロー東原　 17:2017:20 グリーン青木 イエロー高瀬 オレンジ篠原 イエロー青木 オレンジ内田　

イエロー篠原
東原

U18 18:10 入門(５０分) U１５
　

オレンジ篠原
18:20

J7 　 　 　 　
篠原

18:20
18:10 U１５ 入門(５０分) オレンジ内田 イエロー青木 オレンジ内田　 U15 入門(５０分)

グリーン青木 イエロー高瀬

G
19:00 ＳⅡ 　入門 ＳⅡ ＳⅠ 　入門 ＳⅠ ＳⅠ 19:00

グリーン東原　 東原 佐野 グリーン高瀬
   

SⅠ
　 19:40

G 入門(５０分) 入門(５０分) 入門(５０分) G ゲームⅠ
青木 篠原 釜 東原

５０　　　 ５０　　　

20:20 佐野 高瀬 青木 篠原 東原 青木 青木 高瀬
　　　'８０ 　　　'８０

ＳⅠ ＳⅢ ＳⅠ
高瀬 青木 20:20 青木 篠原

H H
篠原

ＳⅠ ＳⅡＳⅡ ＳⅠ ＳⅡ ＳⅠ ＳⅢ 20:2020:20 ＳⅠ ＳⅡ

インドアテニススクール
篠原 青木

　 　

ロングウッド藍住21:40 佐野 高瀬 釜 篠原 佐野 篠原 東原 高瀬 釜 東原 21:40 佐野 青木
21:40 　入門 ＳⅠ ＳⅠ ＳⅡ 21:40 　入門 SⅠ  

５０　　　 ５０　　　
　入門 ＳⅠ ＳⅠ ＳⅡ ＳⅠ ＳⅡ

　　　'８０ Ｆａｘ０８８－６９３－００６４
℡　０８８－６９３－００４０

I I
　　　'８０  　　　'８０

５０　　　 　

23:00 高瀬 大栗 釜 大栗 篠原
　  

佐野 篠原 URL http://longwood.co.jp
(都合により担当コーチを変更する場合があります）

佐野 高瀬 東原 東原 大栗 23:00


