
10:30 8:00 初中級 中級
～ ～

12:00 9:30 藤本 福井

12:15 9:40 初中級 中級 初中級 中級 上級

～ ～

13:45 11:10 福井 村上 藤木 福井 藤本

14:00 11:20 初中級 上級 LK 中級 上級

～ ～

15:30 12:50 村上 福井 藤木 藤本 村上

15:45 13:00 初級 上級 初級・初中級

Ｄ ～ ～

17:15 14:30 竹林 藤木 福井

17:30

14:40 SK5 K1 LK K1 K5

～

19:00 16:10 村上 竹林 福井 藤木 村上

18:30

16:20 K２ K３ K３ K5

～

20:00 17:50 竹林 福井 藤木 村上

20:40 18:30 初中級 中級 上級

～ ～

22:10 20:00 福井 竹林 村上

20:10 上級 中級

水曜　Eコマ（17:00～スタート）※ 色が該当 水曜　Fコマ（18:30～スタート） ※ 色が該当 ※一部合同ﾚｯｽﾝとなります ～

金曜　Eコマ（17:00～スタート）※ 色が該当 金曜　Fコマ（18:30～スタート） ※ 色が該当 ※一部合同ﾚｯｽﾝとなります 21:40 福井 村上

→休講となります。※ 色が該当
※同レベルクラスへの振替は可能です 14:40 K5

～

17:40 村上

　定員 8名(振替枠2名)

　定員 8名(振替枠2名)

トーナメント ＬＫ･･･４～６歳 　定員 8名(振替枠2名)

上級 Ｋ･･･小学生・中学生 　定員 8名(振替枠2名)

中級 SK5・K5・・・選抜クラス 　定員 8名(振替枠2名)

初中級 　定員 6名(女性限定) 　TEL　06-6460-9711
初級 　定員 6名(振替枠2名)

はじめて 大阪市此花区北港緑地2丁目3-125

※振替の際、スケジュールの関係などでクラスが無い場合は、１つ下のレベルまでの受講となります。
※コーチシフトは都合により変更させていただくこともございますのでご了承ください。

はじめて　　60分　　

平日夜　 　90分

土日　　　　90分 ミズノスポーツプラザ舞洲
キッズ　　　90分　

ﾘﾄﾙｷｯｽﾞ　 60分

トーナメント　120分

クラス設定 平日昼　 　90分　

O

平日　Gコマ（20:40～）
土日　H～Oコマ

福井 竹林
G

参田 村上 村上 福井

竹林

上級

N
初中級・中級 初級・初中級中級 上級 中級 上級

竹林

E ～

初中級 中級・上級

M
中級 上級 初級 初中級 初中級・中級

F

18:30～20:00 18:30～20:00 18:30～20:00 18:30～20:00

～

初中級・中級 K5

藤木 竹林福井 村上 村上 福井

福井 村上 藤木 福井
L

K１ K2 中級SK5 SK５・K5 初中級

村上 村上 村上 竹林

17:00～20:00 17:00 17:30～19:00 17:30～19:00 17:30～19:00

K1 K3

K

J
初級 トーナメント トーナメント

竹林 竹林 藤木福井
C

初中級 中級・上級 トーナメント トーナメント 中級

福井
B

初級

村上 竹林 竹林 福井 村上

村上 福井 竹林 村上
I

上級 中級・上級初級 ショット別 初級・初中級

H
中級 初中級 中級 初中級

竹林 竹林 福井福井
Ａ

レ
ン
タ
ル
コ
ー
ト

大
会
コ
ー
ト

初中級・中級 中級 初中級 上級

村上 竹林 福井 村上

2021年6月度　緊急事態宣言発令時　臨時コ ー チ シ フ ト 表
2021年6月1日（火）　～　6月20日（日） ※2021年5月30日時点

月 火 水 木 金 土 日


