
第99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 009922--992222--77336677
◎◎次次期期ススククーールルはは「「自自動動継継続続」」ににななっってておおりりまますす｡｡

11週週目目 ◎◎次次期期休休会会・・ククララスス変変更更等等受受付付　　　　 　　　　　　55月月2200日日((水水))ままでで

22週週目目 ◎◎次次期期継継続続ののフフロロンントトごご入入金金手手続続ききはは、、88週週目目終終了了ままででととななっってておおりりまますす｡｡

33週週目目 ◎◎55月月2200日日以以降降ののキキャャンンセセルルはは、、受受講講料料をを全全額額キキャャンンセセルル料料ととししてて頂頂ききまますす｡｡

44週週目目 ◎◎欠欠席席連連絡絡ははおお早早目目にに、、欠欠席席日日のの前前日日ままででににおお願願いい致致ししまますす｡｡

55週週目目 ◎◎前前期期分分のの振振替替受受付付((継継続続者者ののみみ受受講講可可)) 　　　　　　44月月2266日日((日日))ままでで

66週週目目 ☆☆振振替替受受講講はは、、11期期33回回ままでで無無料料、、44回回目目かかららはは333300円円がが必必要要でですす｡｡

77週週目目 （（但但しし、、平平日日昼昼間間登登録録のの方方はは、、土土日日・・ナナイイタターーへへ振振替替時時、、別別途途333300円円要要））

88週週目目 ☆☆振振替替受受講講はは、、欠欠席席日日よよりり前前ににおおいいててもも可可能能でですす｡｡

☆☆前前期期振振替替最最終終週週のの44週週目目･･期期末末のの88週週目目はは、、振振替替希希望望がが集集中中ししががちちでですす。。

　　ごご受受講講いいたただだけけなないい場場合合ががごござざいいまますす｡｡

次次期期ｽｽﾀﾀｰーﾄﾄ日日

※※  フフロロンントトででのの入入金金業業務務はは、、各各日日のの最最終終レレッッススンン開開始始前前ままででととささせせてていいたただだききまますす。。ごご入入金金手手続続ききははおお早早めめににおお願願いい致致ししまますす。。

テテニニススススククーールル第第9999期期  （（22002200//33//3311～～22002200//55//3311））  レレッッススンンススケケジジュューールル ＊＊当当日日のの状状況況にに応応じじてて担担当当ココーーチチがが変変更更ににななるる場場合合ががあありりまますす。。ごご了了承承くくだだささいい。。

時時間間 ﾚﾚﾍﾍﾞ゙ﾙﾙ ココーーチチ 時時間間 ﾚﾚﾍﾍﾞ゙ﾙﾙ ココーーチチ 時時間間 ﾚﾚﾍﾍﾞ゙ﾙﾙ ココーーチチ 時時間間 ﾚﾚﾍﾍﾞ゙ﾙﾙ ココーーチチ 時時間間 ﾚﾚﾍﾍﾞ゙ﾙﾙ ココーーチチ 時時間間 ﾚﾚﾍﾍﾞ゙ﾙﾙ ココーーチチ

  99::3300～～ 初初中中級級 宮宮本本   99::3300～～ 中中　　級級 小小森森   99::3300～～ 初初中中級級 宮宮本本   99::3300～～ 初初中中級級 長長埜埜   99::3300～～ 初初中中級級 坂坂本本PP   99::3300～～ 初初　　級級 宮宮本本

1111::0000 中中　　級級 長長埜埜 1111::0000 上上　　級級 田田中中 1111::0000 中中　　級級 田田中中 1111::0000 中中　　級級 田田中中 1111::0000 中中　　級級 長長埜埜 1111::0000 初初中中級級 長長埜埜

上上　　級級 細細川川 中中　　級級 坂坂本本PP

1111::2200～～ 中中    級級 坂坂本本PP 1111::2200～～ 初初　　級級 長長埜埜 1111::2200～～ 初初中中級級 坂坂本本PP 1111::2200～～ 初初　　級級 宮宮本本 1111::1100～～ 初初　　級級 細細川川 1111::1100～～ 初初中中級級 宮宮本本

1122::5500 テテーーママ別別 田田中中 1122::5500 中中　　級級 小小森森 1122::5500 テテーーママ別別 田田中中 1122::5500 中中　　級級 長長埜埜 1122::4400 中中　　級級 田田中中 1122::4400 中中　　級級 田田中中

中中上上級級 坂坂本本PP 上上　　級級 細細川川

1144::0000～～ 初初中中級級 宮宮本本 1144::0000～～ ゲゲーームム形形式式 小小森森 1144::0000～～ ゲゲーームム形形式式 宮宮本本 1144::0000～～ 中中上上級級 坂坂本本PP 1122::5500～～ ジジュュニニアア((AA)) 長長埜埜 11225500 ～～11334400 キキッッズズ 平平田田

1155::3300 中中　　級級 長長埜埜 1155::3300 1155::3300 1155::3300 1133::5500 ジジュュニニアア((BB)) 宮宮本本 1122::5500～～ ジジュュニニアア((AA)) 長長埜埜

中中上上級級 長長埜埜 ジジュュニニアア((CC)) 平平田田 1133::5500 ジジュュニニアア((BB)) 田田中中

1166::3300～～ キキッッズズ 宮宮本本 1166::0000～～ ぴぴよよぴぴよよ 長長埜埜 1166::0000～～ キキッッズズ 長長埜埜 1166::0000～～ ぴぴよよぴぴよよ 宮宮本本 1144::0000～～ 育育成成((BB)) 田田中中 11440000 ～～11550000 育育成成((AA)) 長長埜埜

1177::2200 1166::5500 キキッッズズ 宮宮本本 1166::5500 1166::5500 キキッッズズ 田田中中 1155::4400 宮宮本本 1144::0000～～ 平平田田

平平田田 1155::4400

1177::0000～～ ジジュュニニアア((AA)) 田田中中 11770000 ～～11880000 ジジュュニニアア((AA)) 宮宮本本 1177::0000～～ ジジュュニニアア((AA)) 宮宮本本 11770000 ～～11880000 ジジュュニニアア((BB)) 田田中中 11660000 ～～11665500 キキッッズズ 宮宮本本 1166::0000～～ ジジュュニニアア((AA)) 平平田田

1188::0000 ジジュュニニアア((BB)) 長長埜埜 1177::2200～～ 育育成成((AA)) 長長埜埜 1188::0000 ジジュュニニアア((BB)) 長長埜埜 1177::2200～～ 育育成成((AA)) 宮宮本本 1166::0000～～ 中中　　級級 田田中中 1177::0000 ジジュュニニアア((BB)) 宮宮本本

1199::0000 坂坂本本PP 1199::0000 坂坂本本PP 1177::3300 中中上上級級 長長埜埜 ジジュュニニアア((CC)) 田田中中

1188::1100～～ 育育成成((BB)) 田田中中 1188::1100～～ ジジュュニニアア((CC)) 平平田田 1188::1100～～ 育育成成((BB)) 田田中中 1188::1100～～ ジジュュニニアア((CC)) 平平田田 1177::1100～～ 育育成成((BB)) 田田中中

1199::5500 長長埜埜 1199::1100 1199::5500 宮宮本本 1199::1100 1199::3300 長長埜埜

宮宮本本 平平田田 ホホーームムペペーージジ 宮宮本本

2200::0000～～ 初初中中級級 坂坂本本PP 1199::2200～～ 初初中中級級 宮宮本本 2200::0000～～ 初初中中級級 長長埜埜 1199::2200～～ 中中　　級級 坂坂本本PP QQRRココーードド

2211::3300 中中　　級級 宮宮本本 2200::5500 中中　　級級 坂坂本本PP 2211::3300 中中　　級級 宮宮本本 2200::5500 中中上上級級 田田中中 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

中中上上級級 田田中中 中中上上級級 長長埜埜 上上　　級級 坂坂本本PP

・・希希望望すするるククララススををおお選選びびいいたただだきき受受講講料料金金、、空空席席をを確確認認のの上上、、おお申申込込みみくくだだささいい。。

・・ごご自自分分ののククララススレレベベルルががわわかかららなないい場場合合はは、、ごご相相談談くくだだささいい。。

※※  定定員員満満席席ののククララスス受受講講希希望望のの場場合合、、キキャャンンセセルル待待ちちととななるる場場合合ががあありりまますす。。

44//22 44//33

2020/3/17

火火 水水 木木 金金 土土 日日

44//44 44//55

44//77 44//88 44//99 44//1100 44//1111 44//1122

33//3311 44//11

44//2255 44//2266

44//1144 44//1155 44//1166 44//1177 44//1188 44//1199

44//2211 44//2222 44//2233 44//2244

55//1122 55//1133 55//1144 55//1155

44//2288 55//66 55//77 55//88 55//99 55//1100

55//1166 55//1177

55//2233 55//2244

55//3300 55//3311

55//1199 55//2200

55//2266 55//2277 55//2288 55//2299

55//2211 55//2222

閉閉館館 閉閉館館
休休講講日日

66//22 66//33 66//44

レレンンタタルルココーートト

55//55 44//2299 44//3300

レレンンタタルルココーートト

55月月33日日((日日))～～55日日((火火))ははレレンンタタルルココーートトをを営営業業ししまますす。。

日日

66//55 66//66

受受講講料料ののおお支支払払はは原原則則、、銀銀行行引引きき落落ととししととささせせてていいたただだききまますす。。((福福岡岡銀銀行行･･西西日日本本シシテティィ銀銀行行))  ままだだ手手続続ききががおお済済みみででなないい方方はは､､おお早早めめににおお願願いい致致ししまますす。。    

手手続続完完了了期期日日よよっっててはは、、フフロロンントトででのの現現金金入入金金ををおお願願いいすするる場場合合ががごござざいいまますすののでで、、ごご了了承承くくだだささいい。。
ココロロナナウウイイルルスス感感染染拡拡大大をを受受けけてて、、今今年年度度ののKKCCSSカカッッププ大大会会はは

火火 水水 木木 金金

55//11 55//22 55//33

閉閉館館 閉閉館館

土土
おお知知ららせせ

※※尚尚､､おお振振替替日日のの変変更更･･再再振振替替はは出出来来まませせんんののでで､､ごご注注意意くくだだささいい

木木22RR　　中中級級

66//77

中中止止とといいたたししままししたた。。４４月月２２９９日日（（水水））～～５５月月２２日日（（土土））はは閉閉館館でですす。。

33RR ((初初中中級級以以上上)) ((初初中中級級以以上上))

☆☆ククララスス変変更更☆☆

火火～～金金曜曜日日のの

1133：：0000～～1144：：0000はは

22RR
レレンンタタルルココーートトをを

営営業業ししてていいまますす。。

11面面：：555500円円//1155分分（（中中上上級級以以上上）） ((初初中中級級以以上上))

66RR
週週ごごととににテテーーママをを設設定定

ししてて、、レレッッススンンをを

火火22RR　　上上級級

進進めめてていいききまますす。。

44RR

55RR
⇓

11RR

[[テテーーママ別別レレッッススンン]]

77RR
テテーーママにに沿沿っってて徹徹底底ししたた

練練習習をを行行いいまますす。。


