
M2 9:30～11:00 中上級 小松田 中級 須貝 初中級 菅原 初級 永森

M3 11:10～12:40 上級LD 住田 中上級 須貝 中級 小松田 初中級 永森 初心 菅原

A1 12:50～14:20 上級ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 小松田 中上級 渡辺 中級 須貝 初級 住田 初心 永森

A2 14:30～16:00 初心 菅原

N1 18:50～20:20 FC FC AC 須貝 初級 渡辺 初心 住田

N2 20:30～22:00 上級 住田 中上級 直田 中級 渡辺

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

M3 11:10～12:40 上級 須貝 中級 能沢 初中級 菅原 初心 木下

A1 12:50～14:20 中上級 木下 中級 加藤 さくらEｘ 須貝 初心 能沢

A2 14:30～16:00 上級 小松田 上級 加藤 中ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 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 木下 初中級 白方

M2 9:30～11:00 中級 須貝 初中級 岩本(希) 初級 住田 初心 木下

M3 11:10～12:40 中上級 住田 中級 木下 初中級 須貝 初心 岩本

A1 12:50～14:20 中上級 小松田 中級 渡辺 初中級 永森 初心 住田

A2 14:30～16:00 上級ダブルス 木下 上級 須貝 中上級 小松田 初心 菅原

N1 18:50～20:20 AC 須貝 中級 住田 初中級 小松田 初心 永森

N2 20:30～22:00 中級 小松田 初中級 須貝 初級 上野 初心 木下

M2 9:30～11:00 中級 能沢 初中級 住田 初級 岩本(希)

M3 11:10～12:40 上Ｌﾀﾞﾌﾞﾙｽ 木下 中上級 岩本(希) 初中級 能沢 初心 住田

A1 12:50～14:20 上級 加藤 中Ｌﾀﾞﾌﾞﾙｽ 住田 初心 岩本（希）

A2 14:30～16:00 上級 加藤 さくら 能沢 初中級 木下

N1 18:50～20:20 FC 中級 住田 初中級 能沢

N2 20:30～22:00 中級 木下 初級 上野

N3 22:10～23:40 上級 木下 中級 上野

M2 9:30～11:00 中上級 岩本(希) 中級 小松田 須貝 初中級 能沢

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

A1 12:50～14:20 上級 小松田 中上級 渡辺 初中級 永森 初心 岩本(希)

A2 14:30～16:00 上級 渡辺 中上級 須貝 中級 能沢 初心 永森

N1 18:50～20:20 FC 初中級 渡辺 初級 須貝 初心 能沢

N2 20:30～22:00 中上級 白方 中級 須貝 初中級 永森

N3 22:10～23:40 中上級 白方 中級 渡辺

M1 7:50～9:20 中級 住田 初中級 能沢 初級 須貝

M2 9:30～11:00 中級 住田 初中級 須貝 永森 初級 能沢 初心 木下

M3 11:10～12:40 中級 上野 初中級 能沢 初級 住田 初心 永森

A1 12:50～14:20 上級 渡辺 中上級 木下 中級 須貝 初心 上野

A2 14:30～16:00 中級 能沢 初級 木下 住田 初心 永森

N1 18:50～20:20 中級 木下 初中級 渡辺 初級 須貝 初心 永森

N2 20:30～22:00 中上級 須貝 初中級 木下

N3 22:10～23:40 最上級 渡辺 上級 須貝 中上級 木下

M1 7:50～9:20 中級 能沢

M2 9:30～11:00 中上級 能沢 井上(快) 中級 住田 初級 直田

M3 11:10～12:40 中級 木下 初中級 直田 初級 能沢 初心 住田

A1 12:50～14:20 中上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 木下 中級 直田 初中級 渡辺 初心 住田

A2 14:30～16:00 上級 渡辺 中上級 能沢 中高生 住田

N1 18:50～20:20 初中級 直田

※在籍されている人数が3名以下の場合は、クラスを開講しない場合がございます。

※【FC：フットボールクラブ】インドアコート使用は毎週木曜日、雨天時・冬時期となります。

※【AC：アカデミークラス】ジュニアの選手育成クラスとなります。
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