
第96期 テニススクール日程表  学校法人筑陽学園 ブライトテニスセンター 092-922-7367
◎次期スクールは「自動継続」になっております。

1週目 ◎次期休会・クラス変更等受付　　 　　　11月20日(水)まで

2週目 ◎次期継続のフロントご入金手続きは、8週目終了までとなっております。

3週目 ◎11月20日以降のキャンセルは、受講料を全額キャンセル料として頂きます。

4週目 ◎欠席連絡はお早目に、欠席日の前日までにお願い致します。

5週目 ◎前期分の振替受付(継続者のみ受講可) 　　　11月3日(日)まで

6週目 ☆振替受講は、1期3回まで無料、4回目からは330円が必要です。

7週目 （但し、平日昼間登録の方は、土日・ナイターへ振替時、別途330円要）

8週目 ☆振替受講は、欠席日より前においても可能です。

☆前期振替 終週の4週目･期末の8週目は、振替希望が集中しがちです。

　ご受講いただけない場合がございます。

次期ｽﾀｰﾄ日 ※尚､お振替日の変更･再振替は出来ませんので､ご注意ください

※ フロントでの入金業務は、各日の 終レッスン開始前までとさせていただきます。ご入金手続きはお早めにお願い致します。

テニススクール第96期 （2019/10/8～2019/12/1） レッスンスケジュール ＊当日の状況に応じて担当コーチが変更になる場合があります。ご了承ください。

時間 ﾚﾍﾞﾙ コーチ 時間 ﾚﾍﾞﾙ コーチ 時間 ﾚﾍﾞﾙ コーチ 時間 ﾚﾍﾞﾙ コーチ 時間 ﾚﾍﾞﾙ コーチ 時間 ﾚﾍﾞﾙ コーチ

 9:30～ 初中級 宮本  9:30～ 中　級 小森  9:30～ 初中級 宮本  9:30～ 初中級 長埜  9:30～ 初中級 坂本P  9:30～ 初　級 宮本

11:00 中　級 長埜 11:00 上　級 田中 11:00 中　級 田中 11:00 中　級 田中 11:00 中　級 長埜・増田 11:00 初中級 長埜

上　級 細川 中　級 坂本P

11:20～ 中  級 坂本P 11:20～ 初　級 長埜 11:20～ 初中級 坂本P 11:20～ 初　級 宮本 11:10～ 初　級 細川 11:10～ 初中級 宮本

12:50 上  級 田中 12:50 中　級 小森 12:50 中　級 田中 12:50 中　級 長埜 12:40 中　級 田中・増田 12:40 中　級 田中・増田

中上級 坂本P 上　級 細川

14:00～ 初中級 宮本 14:00～ ゲーム形式 小森 14:00～ ゲーム形式 宮本 14:00～ 中上級 坂本P 12:50～ ジュニア(A) 長埜 1250～1340 キッズ 平田

15:30 中　級 長埜 15:30 15:30 15:30 13:50 ジュニア(B) 宮本 12:50～ ジュニア(A) 増田

中上級 長埜 ジュニア(C) 平田 13:50 ジュニア(B) 田中

16:30～ キッズ 宮本 16:00～ ぴよぴよ 長埜 16:00～ キッズ 長埜 16:00～ ぴよぴよ 宮本 14:00～ 育成(B) 田中 1400～1500 ゲーム練習 増田

17:20 16:50 キッズ 宮本 16:50 16:50 キッズ 田中 15:40 宮本 14:00～ 育成(A) 長埜

平田 15:40 平田

17:00～ ジュニア(A) 田中 1700～1800 ジュニア(A) 宮本 17:00～ ジュニア(A) 宮本 1700～1800 ジュニア(B) 田中 1600～1650 キッズ 宮本 16:00～ ジュニア(A) 平田

18:00 ジュニア(B) 長埜 17:20～ 育成(A) 長埜 18:00 ジュニア(B) 長埜 17:20～ 育成(A) 宮本 16:00～ 中　級 田中 17:00 ジュニア(B) 宮本

19:00 坂本P 19:00 坂本P 17:30 中上級 長埜 ジュニア(C) 田中

18:10～ 育成(B) 田中 18:10～ ジュニア(C) 平田 18:10～ 育成(B) 田中 18:10～ ジュニア(C) 平田 17:10～ 育成(B) 田中

19:50 長埜 19:10 19:50 宮本 19:10 19:30 長埜

宮本 平田 ホームページ 宮本

20:00～ 初中級 坂本P 19:20～ 初中級 宮本 20:00～ 初中級 長埜 19:20～ 中　級 坂本P QRコード

21:30 中　級 宮本 20:50 中　級 坂本P 21:30 中　級 宮本 20:50 中上級 田中 ↓↓↓↓↓

中上級 田中 中上級 長埜 上　級 坂本P

・希望するクラスをお選びいただき受講料金、空席を確認の上、お申込みください。

・ご自分のクラスレベルがわからない場合は、ご相談ください。

※ 定員満席のクラス受講希望の場合、キャンセル待ちとなる場合があります。
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受講料のお支払は原則、銀行引き落としとさせていただきます。(福岡銀行･西日本シティ銀行) まだ手続きがお済みでない方は､お早めにお願い致します。

手続完了期日よっては、フロントでの現金入金をお願いする場合がございますので、ご了承ください。 。◦☆ 11月4日(月･祝) 坂本真一杯 開催 ☆◦。

12/7 12/8

火 水 木

12/6

♪ 皆様のたくさんのご参加をお待ちしております ♪

日
MEMO

金

1R

2R

7R

3R (初中級以上) (初中級以上)

4R

5R

6R

今期の休講日はありません。
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