
中尾 江口 栗田
2/19（日）

栗田 中川 関根 中尾 田中根本 外山 田中 中尾 根本 中尾

中級 上級

中尾 中川 田中 外山 江口 中尾

上級 初中級 中級 上級 初中級初中級 中級 上級 初級 初中級 中級 女子ダブルス大会初中級 中級 上級 初中級 中級 上級 初級

2/12（日）ナイター9限　22:00～23:30 土曜ナイター9限　22:00～23:30

男子ダブルス大会栗田 中尾 栗田 楠見 江口中川 栗田 関根 中尾 田中田中 中尾 川元 根本 中尾中尾 江口 外山 花里 根本 外山

初級 初中級 中級 上級

根本 中尾 栗田 田中 中川

初級 初中級 中級 上級上級 初級 初中級 中級 上級中級 上級 はじめて 初級 初中級 中級初中級 中級 上級 初級 初中級

男子シングルス大会
ナイター8限　20:25～21:55　※はじめてクラス　20:25～21:25 土曜ナイター8限　20:20～21:50

2/5（日）はじめて 初級

根本根本

中川 楠見 花里 栗田

中川

外山 関根 永高 栗田外山 はじめて 中川 川元 中尾花里 江口 はじめて 中尾 小林 川元

中級 上級

はじめて 佐々木 小林 中尾 栗田 根本 外山

初中級 中級 Jrチーム 初級 初中級初級 初中級 中級 初級中級 Jrチーム 初級 初中級 中級 Jrチーム

ナイター7限　18:50～20:20　※はじめてクラス　19：20～20：20 土曜ナイター7限　18:40～20:10

大会掲示板
初級 初中級 中級 Jrチーム 初級 初中級

中川中川 田中 外山
GK2 GK2

中尾 はじめて 江口 田中 栗田 外山花里 中尾 はじめて 江口 花里 中川根本 川元 小林 外山 永高根本 小林 根本 川元 田中小林 栗田 中尾 花里 小林

17:30～ 初級 初中級 中級 上級
中川 中川 田中

根本 田中

JrS 17:30～ 初級 初中級 中級 上級ST初級 GK1 Jr3 Jr4 ST初級Jr4 ST初級 JrS Jr3 Jr4Jr3 Jr4 ST初級 JrS GK1 Jr3

平日6限　17:15～18:45　※ゴールデンキッズ　GK1　17:05～17:55　GK2　18:00～18：50 栗田 土6限　17:00～18:30 日曜6限　17:00～18:30

GK1 Jr3 Jr4 ST初級 JrS

GK2

外山 関根 江口 栗田
16:25～

中尾 江口 楠見 花里 中川栗田 花里 中尾外山 栗田 小林 中尾中尾 江口 小林 田中

初級 初中級 中級 上級

小林 田中 根本 小林

初級 初中級 中級 上級 GK2キッズ Jr2 Jr1Jr1 キッズ Jr2 Jr1Jr2 Jr1 キッズ Jr2キッズ Jr2 Jr1 キッズ

中川

平日5限　16:15～17:15　※キッズクラス　16:15～17:00 土曜5限　15:20～16:50 日曜5限　15:20～16:50
15:25～

栗田 田中

外山親子 親子 親子 GK1
外山 田中

中尾 Jr2 栗田 外山 楠見中川 中尾 中川 川元 川元 中尾

初中級 初級 初中級 ST初級 JrS
14:25～

中川 関根 小林 根本

ショット 14:15～ Jr3 JrS ST初級ゆうゆう ラリー ゆうゆう ラリー ゆうゆう ショット

Jr1 Jr2
平日4限　14:30～16:00　※ラリークラス　14:30～15:30　※親子クラス　15:30～16:10 土曜4限　13:45～15:15 日曜4限　13:45～15:15

田中 田中

栗田 江口
13:15～ 13:15～

中川 栗田 花里 江口 根本 中川小林 外山 佐々木 田中 花里佐々木 花里 本澤 川元 花里外山 小林 花里 川元 小林

中級
田中 田中鮎川 田中 小林 栗田 鮎川

Jr4 初中級 中級 Jr3 Jr4 初中級初中級 イベント 中級 ゲーム Jr3上級 初級 初中級 中級 上級中級 ゲーム 初級 初中級 中級
Jr1 Jr1

初級 初中級 中級 ゲーム 初級 初中級

平日3限　12:50～14:20　※ゲームクラス　12:50～14:50 12:15～ 土曜3限　12:15～13:45 12:15～ 日曜3限　12:15～13:45

江口 田中 小林 中川 外山 江口外山 花里 栗田 根本 花里 楠見本澤 小林 川元 佐藤 田中 佐々木小林 花里 川元 佐々木 花里 鮎川鮎川 外山 花里 小林 江口 中川

はじめて 初級 初中級 中級 上級

小林 佐藤 栗田 佐々木

上級 はじめて 初級 初中級 中級 上級中級 上級 はじめて 初級 初中級 中級初中級 中級 上級 はじめて 初級 初中級初級 初中級 中級 上級 はじめて 初級

平日2限　11:10～12:40　※はじめてクラス　11:10～12:10 土日2限　10:40～12:10　※はじめてクラス　10:40～11:40

初級 初中級 中級 上級 はじめて

外山 小林中川 花里 田中 根本 田中 江口佐々木 佐藤 花里 根本 楠見本澤 鮎川 小林 花里 外山小林 佐々木 中川 花里

中級

栗田 鮎川 小林 佐々木 佐藤 小林 鮎川 花里 外山

中級 上級 はじめて 初級 初中級A 初中級B初級 中級 初中級 はじめて 初級 初中級中級 はじめて 初級 初中級 中級 はじめて初級 中級 初中級 はじめて 初級 初中級

平日1限　09:30～11:00　※はじめてクラス　09:30～10:30 土日1限　9:00～10:30　※はじめてクラス　09:00～10:00

はじめて 初級 初中級 イベント 中級 はじめて

小林 田中
せ 限

田中 中川

初中級 中級 初中級 中級
し 伊藤コーチが育休に入りました。（１年間の予定） 替 1月分 3/28（火）まで

ら 山田コーチは長期療養中です。 期

お 2月期2/1（水）～2/28（火） 振 12月分 2/28（火）まで 土日0限　7:20～8:50

NEOインドアテニススクール西新井　コーチ担当表 2023年 2月期

月 火 水 木 金 土 日


