
更新日　　2023/2/21

7:00 J2 長沼 J3 壁谷

～ J3 室谷 J4 齋藤

7:55 J4 武田 J5 武田

初中級 河田 初級/初心者 長沼 齋藤 初級 石川 初中級 長沼 初級 長沼 8:00 初中級 河田 壁谷 初級 齋藤

中級 室谷 初中級 室谷 初中級 武田 中級 室谷 中級 室谷 ～ 中級1 室谷 長沼 初中級 壁谷

マッチ 早川 中級 石川 中級 河田 上級 河田 マッチ 早川 9:20 中級2 武田 一ノ瀬 中級 武田

初級 室谷 初級/初心者 室谷 長沼 初心者 武田 初級/初心者 河田 壁谷 初心者 室谷 9:30 初級 室谷 初級 齋藤

中級 河田 初中級 石川 初級 石川 初中級 長沼 初中級 長沼 ～ 初中級 武田 一ノ瀬 初中級1 武田 山﨑

マッチ 早川 中級 齋藤 初中級 河田 中級 室谷 マッチ 早川 10:50 中級 河田 壁谷 初中級2 谷津

初中級 河田 初中級 谷津 初中級 山﨑 初級 壁谷 初中級 長沼 11:00 初級 谷津 初級 谷津

マッチ 早川 中級 齋藤 レンタルコート 初中級 室谷 ゲーム初中 谷津 ～ 初中級 長沼 初中級 山﨑

レンタルコート ゲーム中 一里山 レンタルコート 中級 河田 マッチ 早川 12:20 中級 河田 一ノ瀬 中級 齋藤 壁谷

中級 河田 初級 石川 中級 石川 中級 武田 初級 齋藤 12:30 初心者 谷津 初級 山﨑

マッチ上 早川 初中級 室谷 ゲーム上 長沼 ゲーム中 河田 初中級 室谷 ～ 初中級 壁谷 初中級 谷津

レンタルコート 中級 一里山 レンタルコート レンタルコート マッチ 早川 13:50 中級 武田 山上 中級 武田

16:00 J1 武田 J1 室谷 J１ 長沼 J１ 山﨑 J1 谷津 14:00 初中級 長沼 初心者 壁谷

～ J2 齋藤 J2 一里山 J２ 山﨑 J2 室谷 J2 齋藤 ～ Jr 初級 齋藤

16:55 レンタルコート レンタルコート レンタルコート レンタルコート レンタルコート 15:20 Jr 初中級 武田

17:00 J2 武田 J2/J3初 谷津 長沼 J2 一里山 J2/J3初 室谷 山﨑 J2 谷津 15:30 中級 武田 Jr

～ J3 室谷 J3 室谷 壁谷 J3 齋藤 武田 J3 武田 長沼 J3 室谷 ～ Jr 初級 齋藤

17:55 J4 谷津 J4 山崎 J4 長沼 J4 壁谷 J4 壁谷 16:50 Jr 中級 山﨑 谷津

18:00 J3 齋藤 J3 壁谷 J3 一里山 J3 長沼 J3 壁谷 17:00 初中級 武田

～ J4 武田 J4 室谷 J4 武田 J4 室谷 J4 齋藤 ～ 中級 棚澤 初中級 山﨑

18:55 J5/J6 室谷 J5/J6 山﨑 J5/J6 齋藤 J5/J6 武田 J5/J6 室谷 18:20 上級 壁谷 中級 谷津

中高生 齋藤 初級 齋藤 中高中級 武田 中高生 壁谷 18:30 初心者 谷津 初中級 谷津

初級 谷津 ソフトテニス 初中級 谷津 初級 矢﨑 ソフトテニス 初中級 武田 初心者 齋藤 ～ 初級 山﨑 中級 齋藤

初中級 矢﨑 中級 小泉 初中級 山﨑 中級 山﨑 初中級 室谷 19:50 初中級 壁谷 上級 山﨑

初心者 齋藤 ソフトテニス 初中級 矢﨑 初級 壁谷 20:00 初級 棚澤

初中級 棚澤 初級 小泉 中級 齋藤 初級/初心者 武田 壁谷 初中級 谷津 ～ 初中級 谷津

中級 武田 中級 山﨑 上級 山﨑 初中級 山﨑 棚澤 中級 齋藤 21:20 上級 山崎

22:00 中級 谷津 初級 山崎 中級 矢崎 初級 壁谷 初中級 壁谷 21:30 初中級 棚澤

～ 上級 棚澤 初中級 壁谷 上級 齋藤 初中級 棚澤 中級 谷津 ～ 中級 谷津

23:20 中級 小泉 中級 山﨑 上級 齋藤 22:50 上級 山﨑

ソフ入門
（ミニ） 對馬 ソフ入門

（ミニ） 一里山 ソフ２ 谷津 ソフ入門 松村

ソフ２ 對馬 ソフ入門 壁谷 ソフ入門 飯田 ソフ入門 松村

※レンタル記載ではレンタルコート、プライベートレッスンが可能です。 J1 室谷

※運営上、担当コーチが急遽変更となる場合がございます。 J2 山﨑 山上 J１ 武田

※クラスの人数変動により、時間割や担当コーチが変更となる場合がございます。 J3 壁谷 一ノ瀬 Ｊ２ 壁谷

※クラスは3名以上からの開講となり、3名以下となるとクローズになる可能性がございます。 J3 室谷

J4 山﨑 山上

J3 谷津

・定員（一般クラス）⇒1コーチ　９名＋振替枠１名　2コーチ（在籍者が10名様以上）：13名＋振替枠1名 J4 壁谷

・定員(J2～J5) ⇒1コーチ：9名＋振替枠1名　　2コーチ（在籍者が10名様以上）：13名＋振替枠1名

・定員(J1) ⇒ 1コーチ：5名＋振替枠１名　　2コーチ（在籍者が6名様以上）：11名＋振替枠1名

・定員（平日昼間初級・初心者クラス）初級⇒１コーチ：６名+振替枠１名　初心者クラス⇒１コーチ：4名+振替１名

・定員（ソフトテニス・平日ナイター初心者クラス）ソフトテニスクラス⇒１コーチ：9名+振替１名　　初心者クラス⇒１コーチ：4名+振替枠１名　　

・定員(ゲームクラス)⇒ 8名　

・定員(マッチクラス) ⇒ 6名

※平日の初心者クラス(昼間・ナイター)は全クラス55分クラスになります。

テニススクール・ノアインドアステージ武蔵浦和
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2023年4月期　時間割表

休館日：3/31(金)～4/2(日)・4/10(月)～4/13(木)

時間割 月 火 水 木 金 土


