
一般 初心者 一般 初心者 一般 初心者

① 初級 新川 初級 井田 初級 井田 初級 沖 ⓪ 初中級 小林 ⓪ ジュニア J2 池田 A

9:30 9:30 初中級 沖 高橋 初中級 小林 初中級 高橋 初中級 沖 初中級 沖元 6:30 中級 新川 6:30 7:00 初中級 新川 12:45

～ ～ 中級 中山 中級 新川 中級 中山 中級 新川 中級 小松 ～ 上級 井田 ～ ～ 中級 杉田 ～ Ｊ２ 小林 岡本 J３ 水谷

10:55 10:30 初心者 小松 初心者 小松 7:55 7:55 7:55 13:40 Ｊ１ 竹内 J1/Ｋ 榎本 岡本

② 初級 高橋 初級 小松 初級 小松 初中級 新川 初級 沖 ① 初中級 小林 ① 初級 岡本 B

11:05 11:05 初中級 小林 初中級 井田 初中級 榎本 中級 小林 中級 沖元 8:00 中級 新川 8:00 初中級 高橋 13:45

～ ～ 中級 中山 中級 小林 中級 竹内 沖元 上級 井田 LG 今村 ～ 中級 井田 ～ 中級 杉田 池田 ～ Ｊ２ 竹内 榎本 Ｊ４・５ 竹内

12:30 12:05 初心者 新川 初心者 新川 初心者 岡本 初心者 沖元 初心者 岡本 9:25 9:25 14:40 J1/K 岡本 井田 J1/Ｋ 岡本 水谷

② 初級 杉田 岡本 ② 初級 新川 池田 C

9:35 9:35 初中級 井田 榎本 9:35 9:35 初中級 榎本 14:45

③ LG 新川 初級 岡本 初中級 杉田 初級 小林 初中級 竹内 ～ ～ 中級 小林 沖元 ～ ～ 中級 竹内 沖元 ～ Ｊ３ 井田 Ｊ３・４ 竹内

13:15 13:15 中級 竹内 初中級 小林 中級 井田 沖元 初中級 沖元 中級 高橋 11:00 10:35 初心者 新川 11:00 10:35 初心者 高橋 15:40 Ｊ1/K 杉田 沖元 Ｊ２ 榎本

～ ～ 上級 高橋 中級 小松 杉田 上級 高橋 中級 新川 上級 今村 ③ 初級 榎本 岡本 ③ 初級 沖元 水谷 D Ｊ４ 沖元 井村

14:40 14:15 初心者 榎本 初心者 小林 初心者 井田 11:10 11:10 中級 新川 11:10 11:10 初中級 榎本 岡本 15:50 Ｊ３ 小林 水谷

④ ～ ～ 上級 沖元 ～ ～ 中級 新川 杉田 ～ Ｊ２ 杉田

15:50 12:35 12:10 初心者 杉田 12:35 12:10 初心者 竹内 16:45

～ Ｊ２ 杉田 Ｊ２ 竹内 ④ 初中級 井村 ④ 初中級 杉田 ☆在籍人数が３人に満たない場合は

16:45 J１/ｋ 高橋 榎本 J1/K 小林 高橋 J1/K 今村 高橋 12:45 中級 杉田 12:45 中級 高橋 沖元 　閉講させていただく場合がございますので、

⑤ J4 杉田 J４ 小林 ～ ～ 　予めご了承ください。

16:50 Ｊ3 小林 J3 榎本 Ｊ３ 竹内 岡本 J３ 井田 J３ 竹内 14:10 14:10 ☆平日昼間クラスから平日ナイターおよび

～ Ｊ２ 竹内 榎本 J２ 杉田 岡本 Ｊ2 井田 J２ 高橋 沖元 J2 今村 ⑤ 初心者 初中級 新川 井村 ⑤ 初級 杉田 　土日クラスへの振替は、受講料の差額として

17:45 Ｊ１ 高橋 J1 井田 Ｊ１/K 小林 高橋 14:20 15:45 中級 小林 14:20 初中級 新川 　３００円をいただきます。

⑥ J5 新川 J5 小林 J４ 小林 J５ 井田 J４ 高橋 ～ ～ ～ ★レンタルコートは事前予約が必要になります。

17:50 J４ 小林 J４ 井田 J３ 沖元 J４ 沖元 Ｊ3 沖元 15:45 16:45 初心者 岡本 15:45 ★軟式クラスは学生のみのご参加となります。

～ J3 榎本 J3 岡本 J２ 榎本 J３ 杉田 Ｊ２ 岡本 ⑥ 初級 榎本 ⑥ 初級 榎本 ＜保護者様へのお願い＞

18:45 初心ソフト 尾崎 16:50 16:50 初中級 井田 水谷 15:55 15:55 初中級 高橋 沖元 ★日曜日のジュニアは同じコートで

⑦ 初級 小林
ソフト

テニス 尾崎 榎本 初級 榎本 初級 新川 初級 竹内 ～ ～ 中級 竹内 井村 ～ ～ 上級 竹内 ２つのクラスを実施している時間がございます。

18:55 18:55 初中級 新川 初中級 杉田 井田 初中級 高橋 岡本 初中級 高橋 初中級 沖元 18:15 17:50 初心者 沖元 17:20 16:55 初心者 岡本 お子様のレベル幅が生じますことをご了承下さい。

～ ～ 中級 高橋 中級 新川 小林 中級 杉田 大村 中級 小林 沖元 中級 高橋 ⑦ 初級 岡本 ★日曜C限J２はハーフコート、定員は

20:20 19:50 初心ソフト 竹内 初心者 岡本 初心者 竹内 初心者 杉田 初心者 岡本 18:25 18:25 初中級 杉田 ５名（振替枠1名）です。

⑧ 初級 野阪 初級 岡本 初級 岡本 初級 小林 初中級 岡本 ～ ～ 中級 榎本

20:30 20:30 初中級 竹内 初中級 新川 初中級 竹内 大村 初中級 杉田 大村 中級 竹内 19:50 19:25 初心者 竹内

～ ～ 中級 榎本 中級 小林 中級 中山 井村 中級 新川 井村 上級 高橋 ⑧ 初級 水谷

21:55 21:30 初心者 新川 初心者 杉田 初心者 杉田 初心者 高橋 初心者 沖元 20:00 20:00 初中級 榎本

⑨ ～ ～ 中級 沖元

22:05 初中級 池田 中級 杉田 初中級 杉田 中級 井村 初中級 池田 21:25 21:00 初心者 竹内

～ 中級 榎本 上級 榎本 中級 榎本 上級 高橋 中級 竹内 ⑨ 上級 竹内

23:30 21:35 　　 一般 J1

※代行等により、2コーチクラスを1コーチで実施する場合がございます。 ～ 初心者 J2～

23:00

テニススクール・ノア大阪天下茶屋　 2023年4月期時間割
　　　　   LG：レディースゲームクラス　　K：KIDSクラス（4歳5歳対象）　　　　　　　※黄色は前期から変更になった箇所です。 2023.3.22現在

月 火 水 木 金 土 日 土ジュニア 日ジュニア

一般クラス 一般クラス

一般クラス

一般クラス

初心者 60分

一般ｸﾗｽ

ジュニア ジュニア

ジュニア
ジュニア

55分 8,800円

クラス 時間

コーチ研修 コーチ研修

料金（税込）

一般(平日昼間) 85分 13,200円

定員　（各クラス振替枠１名）

１コーチ ２コーチ １コーチ ２コーチ

9,900円

一般(平日夜・土日) 85分 14,300円

ジュニア

5名 9名 13名

10名 13名 5名

※人数の変動により、期の途中でも変更する場合がございます。


