
曜日 備考

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

（日）

             4月からのタイムテーブル変更点について 2022.3.3(木)現在

変更区分 時間帯 クラス 担当 → 時間帯 クラス 担当

9:30～11:00 初級２ 山口

クラス変更 10:00～11:00 はじめて 高橋 9:30～11:00 初級１ 高橋

コーチ変更 9:30～11:00 初級２ 富松

11:10～12:40 初中級 山口

コーチ変更 15:45～16:45 KIDS 田村 15:45～16:45 KIDS 高

新設クラス 11:10～12:40 1面レンタル ー

未定

コーチ変更 11:10～12:40 初中級 富松 11:10～12:40 初中級 水野

コーチ変更 16:55～17:55 JA1 田村 16:55～17:55 JA1

コーチ変更 16:55～17:55 JA1 丸谷 16:55～17:55 JA1 阪下

高

新設クラス 11:10～12:40 1面レンタル ー 11:10～12:40 初中級 阪下

クラス変更 20:35～21:35 はじめて 高 20:05～21:35 初級１

森田(常)

（金）

クラス変更 9:30～11:00 初級１ 阪下

→

9:30～11:00 ハーフレンタル ー

コーチ変更 16:55～18:25 ジュニア強化 阪下 16:55～18:25 ジュニア強化

馬場

新設クラス 9:30～11:00 1面レンタル ー 9:30～11:00 初中級 高橋

コーチ変更 9:30～11:00 初級２ 高橋 9:30～11:00 初級２

馬場

20:05～21:35 初級１ 高橋

コーチ変更 11:10～12:40 初中級 阪下 11:10～12:40 初中級

コーチ変更 11:50～12:50 JA1 金森 11:50～12:50 JA1 池畑

（土）

コーチ変更 10:40～11:40 KIDS 金森

→
コーチ変更 13:20～14:50 JB 木岡

14:00～15:00 はじめて 高 14:00～15:00 はじめて 山口

10:40～11:40 KIDS 池畑

はじめて 水野

コーチ変更

コーチ変更

15:00～16:30 初級１ 高 15:00～16:30 初級１

15:00～16:30 初級２ 池畑 15:00～16:30

NEWスタッフ含めて　4月からよろしくお願い致します。

コーチ変更

クラス変更

19:00～20:30

20:35～21:35

（火）

初級１ 富松

→

19:00～20:30

クラス変更 18:20～19:50 初中級 高 → 18:20～19:50 JSA 高

山口

コーチ変更 16:40～17:40 はじめて 池畑 16:40～17:40

（水）

コーチ変更 9:30～11:00 初級２ 富松 9:30～11:00

初級１ 未定

はじめて 富松 20:35～21:35 ハーフレンタル ー

ー

クラス変更 19:00～20:30 初級１ 高 19:00～20:00 はじめて 高

クラス閉鎖 15:45～16:45 KIDS

高橋

クラス変更 10:00～11:00 はじめて 金丸 9:30～11:00 ハーフレンタル ー

→
丸谷 ー ー

10:00～11:00 はじめて 高 9:30～11:00 ハーフレンタル ー

→

大山

（木）

コーチ変更 9:30～11:00 初級２ 富松 9:30～11:00 初級２ 高

クラス変更

コーチ変更 18:30～20:00 JSA 丸谷 18:30～20:00 JSA

初級２

初級２ 水野

高橋

クラス変更 11:10～12:40 初級１ 高橋 11:10～12:10 はじめて 阪下

高橋クラス変更 20:35～21:35 はじめて

コーチ変更 11:10～12:40 初級２ 富松 11:10～12:40 初級２

13:20～14:50 JB 高

コーチ変更



60分レッスン 土日ナイター

13：00～14：30

レンタルコート 中級 初中級 初級２ 中級 JB JA2 JSA 初中級 中級 初級２

阪下 阪下 高橋 阪下 阪下 田村 丸谷 高橋 丸谷 高橋

15：45～16:45

キッズ

高橋

レンタルコート 初級２ 初中級 初級２ レンタルコート 初中級ゲーム レンタルコート L中級ｹﾞｰﾑ JB JA2 JSA 初級２ 初中級 初級２ レンタルコート 上級

山口 山口 高橋 金丸 金丸 金丸 高 大山 高 高 丸谷 丸谷

14:40～15:40 15:45～16:45

レンタルコート キッズ

高

中級 初級２ レンタルコート 初中級 初中級ゲーム 初中級 初中級ｹﾞｰﾑ L中級ｹﾞｰﾑ JB JA2 JSB 初中級 初中級 初級２ 中級 初中級

水野 高橋 水野 金丸 水野 高 金丸 金丸 高 丸谷 青木 丸谷 青木 高 青木

14:40～15:40 15:45～16:45

レンタルコート レンタルコート

13：00～14：30

中級 初級２ 中級 初中級 中級 JB 強化クラス JSA 中級 中級 初級２ レンタルコート 中級

阪下 高 高 阪下 阪下 池畑 森田(常) 大山 鈴木 池畑 鈴木 池畑

15:45～16:45

キッズ

阪下

初中級 初級２ 初中級 初級２ 初中級 中級 L中級ｹﾞｰﾑ レンタルコート JB JA2 JSA 中級 初中級 初級２ レンタルコート レンタルコート

高橋 馬場 馬場 高橋 高橋 阪下 高橋 高橋 阪下 阪下 鈴木 阪下 鈴木

14:40～15:40 15:45～16:45

レンタルコート キッズ

阪下

中級 初級２ 初中級 初級２ 中級 初中級 JB JA2 JA2 初級２ 中級 初級２ 初中級 JSB レンタルコート レンタルコート

池畑 上野 上野 高橋 高橋 上野 高 池畑 高橋 水野 高橋 高 高 池畑

キッズ レンタルコート

池畑

中級 初級２ 初中級 初級２ 中級 初中級 JB JA2 JSA 初級２ 中級 初中級 レンタルコート JSA レンタルコート レンタルコート

高橋 上野 高橋 上野 高 上野 高 上野 高 阪下 高橋 市原 高

キッズ レンタルコート

阪下

Wellモリタテニススクール住之江　2022年　第1期　＜4/1(金)～6/30(木)＞　タイムテーブル ※クラスの開講、
未開講はフロントに
お尋ねください左よりAコート、Bコート 2022.3.3　現在

月

一般

9：30～11:00 11:10～12:40 13：00～16：30 16：55～18：25 18：30～20:00 20：05～21：35

イベントについては
ホワイトボード、HP
などの案内をご覧く
ださい。

※変更になる
場合もあります。

女子ダブルスウィークリー大会

ﾊｰﾌ

9：30～11:00 11:10～12:40
女子ダブルス
ウィークリー大

会

14:40～15:40

初級１

高橋 阪下 阪下

16：55～17:55 18:00～19:00 19：00～20:00 20:05～21:35

レンタルコート レンタルコート レンタルコート JA1 レンタルコート はじめて

16：55～18：25 18：30～20:00 20：05～21：35 21:40～23:10

ﾊｰﾌ

9:30～11：00 11:10～12:10 13：30～14：30 16：55～17:55 18:00～19:00

一般

9：30～11:00 11：10～12:40 13:00～14:30 14:40～16:10

高橋 金丸 高

19：00～20：30 20：35～21：35

初級１ はじめて はじめて JA1 レンタルコート 初級１ レンタルコート

未定 未定

水

一般

9：30～11:00 11：10～12:40 13:00～14:30 14:40～16:10

火

16：55～18：25 18：30～20:00 20：05～21：35 21:40～23:10

ﾊｰﾌ

9:30～11：00 11：10～12:10 13：00～14：30 16：55～17:55 18:00～19:00 19：00～20:00 20:05～21:35

レンタルコート はじめて レンタルコート JA1 レンタルコート はじめて 初級１

高

木

一般

9：30～11:00 11：10～12:40 13：00～16：30 16：55～18：25 18：30～20:00 20：05～21：35 21:40～23:10

金丸 丸谷 高

初級１

阪下

16：55～17:55 18:00～19:00 19：00～20:00 20:05～21:35

女子ダブルスウィークリー大会

ﾊｰﾌ

9:30～11：00 11：10～12:40
女子ダブルス
ウィークリー大

会

14:40～15:40

レンタルコート レンタルコート レンタルコート JA1 レンタルコート はじめて

16：55～18：25 18：30～20:00 20：05～21：35

阪下 阪下

21:45～22:45

ﾊｰﾌ

9:30～11：00 11：10～12：10 13:00～14:30 16：55～17:55 18:00～19:00

一般

9：30～11:00 11：10～12:40 13:00～14:30 14:40～16:10

阪下

19：00～20:00 20:05～21:35

レンタルコート はじめて レンタルコート JA1 レンタルコート はじめて 初級１

鈴木 高橋 高橋

土

一般

8：00～9:30 9:40～11:10 11:20～12：50 13:20～14：50

金

15:00～16:30 16:40～18:10 18:20～19:50 20:00～21:30

ﾊｰﾌ

8：00～9:30 9:40～10：40 10：40～11:40 11:50～12：50 13:00～14：00 14：00～15：00 15：00～16：30 16:40～17:40 18:20～19:50

初級１ はじめて JA1 JA1 はじめて 初級１

日

一般

8：00～9:30 9:40～11:10 11:20～12：50 13:20～14：50

はじめて レンタルコート

高橋 池畑 池畑 高橋 山口 山口 水野

15:00～16:30

ﾊｰﾌ

8：00～9:30 9:40～10：40 10：40～11:40 11:50～12：50 13:00～14：00 14：00～15：00 15：00～16：30 16:40～17:40 18:20～19:50

初級１ はじめて JA1 JA1 はじめて 初級１ はじめて レンタルコート

阪下 阪下 阪下 高橋 高橋 高橋 阪下

16:40～18:10 18:20～19:50 20:00～21:30
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