
M2 9:30～11:00 中上級 小松田 中級 井上(剛) 初中級 伊藤 初級 住田 初心 菅原(あ)

M3 11:10～12:40 中上級 井上(剛) 中級 小松田 初中級 住田 初級 伊藤 初心 菅原(あ)

A1 12:50～14:20 中上級 伊藤 中級 渡辺(友) 初中級 小松田 初級 住田 初心 井上(剛)

A2 14:30～16:00 初心 菅原(あ)

N1 18:50～20:20 ＦＣ ＦＣ ＡＣ 初級 直田 初心 渡辺(友)

N2 20:30～22:00 上級 住田 中級 直田 初中級 渡辺(友) 初心 井上(剛)

N3 22:10～23:40

M2 9:30～11:00 中上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 木下 中級 菅原 初中級 渡辺(愛) 初心 能沢

M3 11:10～12:40 中級 木下 初中級 菅原 初級 渡辺(愛) 初心 能沢

A1 12:50～14:20 中上級 井上(剛) 中級 加藤 さくらEｘ 能沢 初心 伊藤

A2 14:30～16:00 上級 小松田 上級 加藤 初中級 伊藤 初心 木下

N1 18:50～20:20 ＦＣ 中上級 小松田 中級 加藤 初心 木下

N2 20:30～22:00 中上級 伊藤 初中級 白方 初級 加藤 初心 井上(剛)

N3 22:10～23:40 初級 白方

M2 9:30～11:00 中級 渡辺(愛) 初中級 岩本 初級 菅原 初心 井上(剛)

M3 11:10～12:40 中上級 渡辺(愛) 中級 菅原 初級 井上(剛) 初心 岩本

A1 12:50～14:20 中上級 小松田 初中級 菅原 初級 渡辺(友) 初心 菅原(あ)

A2 14:30～16:00 中ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 岩本 上級 渡辺(愛) 中上級 小松田 初心 菅原(あ)

N1 18:50～20:20 ＡＣ 中級 住田 初中級 小松田 初心 井上(剛)

N2 20:30～22:00 中級 小松田 初中級 住田 初級 上野 初心 渡辺(友)

N3 22:10～23:40

M2 9:30～11:00 中級 能沢 初中級 菅原 初級 岩本 初心 井上(剛)

M3 11:10～12:40 上Ｌﾀﾞﾌﾞﾙｽ 伊藤 中上級 岩本 初中級 能沢 初心 渡辺(愛)

A1 12:50～14:20 上級 伊藤 中Ｌﾀﾞﾌﾞﾙｽ 菅原 初級 渡辺(愛) 初心 岩本

A2 14:30～16:00 上級 伊藤 さくら 能沢 初級 木下 初心 住田

N1 18:50～20:20 ＦＣ 中級 伊藤 初中級 井上(啓) 初心 能沢

N2 20:30～22:00 中級 木下 初中級 住田 初級 井上(啓) 初心 伊藤

N3 22:10～23:40 上級 木下 中級 井上(啓) 初級 伊藤 初心 住田

M2 9:30～11:00 中上級 岩本 中級 小松田 初中級 渡辺(友)

M3 11:10～12:40 中上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 小松田 中級 岩本 初級 渡辺(友) 初心 能沢

A1 12:50～14:20 上級 小松田 中上級 木下 初中級 伊藤 初心 岩本

A2 14:30～16:00 中上級 伊藤 中級 能沢 初級 木下 初心 菅原(あ)

N1 18:50～20:20 ＦＣ 初中級 渡辺(友) 初級 伊藤 初心 能沢

N2 20:30～22:00 中上級 白方 中級 木下 初中級 伊藤 初心 渡辺(友)

N3 22:10～23:40 中上級 伊藤 初中級 木下 初級 白方

M1 7:50～9:20 中級 小松田 初中級 能沢 初級 住田 初心 渡辺(友)

M2 9:30～11:00 中級 菅原 初中級 小松田 初級 渡辺(友) 初心 能沢

M3 11:10～12:40 中級 菅原 初中級 小松田 初級 住田 初心 渡辺(友)

A1 12:50～14:20 中上級 木下 初中級 能沢 初級 伊藤 初心 上野

A2 14:30～16:00 中級 能沢 初中級 伊藤 初級 木下 初心 井上(剛)

N1 18:50～20:20 中級 住田 初中級 渡辺(友) 初級 能沢 初心 木下

N2 20:30～22:00 中上級 伊藤 中級 白方 初級 木下 初心 住田

N3 22:10～23:40 最上級 伊藤 中上級 白方 中級 木下

M1 7:50～9:20 中級 能沢 初中級 渡辺(友) 初級 住田 初心 井上(剛)

M2 9:30～11:00 中級 渡辺(友) 初中級 住田 初級 直田 初心 木下

M3 11:10～12:40 中級 木下 初中級 直田 初級 能沢 初心 井上(剛)

A1 12:50～14:20 中級 井上(啓) 初中級 木下 初級 井上(剛) 初心 渡辺(友)

A2 14:30～16:00 上級 渡辺(友) 中上級 能沢 中級 住田 初心 井上(剛)

N1 18:50～20:20 中級 住田 初中級 井上(啓) 初級 渡辺(友) 初心 井上(剛)

※新しいタイムテーブルにて実施いたします。お間違えないようお気を付けください。

※都合により、コーチが変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※受講人数に応じて、アシスタントコーチを手配させていただく場合がございます。

2021年2月26日更新

Aコート Bコート Cコート Dコート Eコート

2021年4月18日(日)～4月24日(土) 内覧レッスン会コーチシフト（一般クラス）　※ご予約は3月1日（月）17:30～

月

火

Ｌ－ＣＬＵＢ様

法人会員様

水

Ｌ－ＣＬＵＢ様

法人会員様

土 法人会員様

日 法人会員様

木

Ｌ－ＣＬＵＢ様

法人会員様

金

Ｌ－ＣＬＵＢ様

法人会員様


