
9:20 初中級 金子 初級 深井 初心 江添 初心 進藤 初級 岡田 8:00 初中級 進藤 初中級 田中

▼ 中級 深井 中級 田中 初中級 田中 初級 金子 初中級 深井 ▼ 中上級 深井 中上級 岩田

10:50 初中級 田中 9:30 中上級 金子

11:00 初級 金子 初心 深井 初級 江添 初中級 金子 初級 岡田 9:40 初級 進藤 初心 金子

▼ 初中級 深井 初級 田中 初中級 田中 中級 進藤 中級 深井 ▼ 初中級 深井 初級 田中

12:30 初中級 江添 中上級 田中 11:10 中級 金子

13:00 初中級 金子 中級 江添 初級 田中 初級 田中 初中級 岡田 11:20 初心 江添 初中級 岩田

▼ 中上級 進藤 中上級 太田 中上級 進藤 中上級 深井 ▼ 初級 深井 中級 金子

14:30 12:50 初中級 進藤 中上級 田中

15:15 K１ 金子 K1 江添 K1 田中 13:00 初級 江添 初心 深井

▼ K2 深井 K2 田中 K2 進藤 ▼ 初中級 金子 初級 金子

16:15 K3 江添 K3 太田 K3 太田 14:30 中上級 深井 中級 岩田

16:15 C1 金子 C1 田中 C1 江添 C1 進藤 14:40 初級 江添 初級 金子

▼ C2 深井 C2 太田 C2 太田 C2 金子 C2 江添 ▼ 中上級 金子 初中級 岩田

17:15 C3 江添 C3 深井 C3 金子 C3 田中 C3 深井 16:10 中上級 田中

17:15 Y1 深井 Y1 江添 Y1 岩田 Y1 深井 16:20 初心 江添 中級 田中

▼ Ｙ2 深井 Y2 岡田 Y2 田中 Y2 金子 Y2 江添 ▼ 初中級 金子 中上級 深井

18:45 Y3 田中 Y3 金子 Y3 田中 Y3 進藤 17:50 中級 深井

18:45 初心 金子 初級 岡田 中上級 和田 初心 岩田 初級 深井 18:45 初中級 和田
▼ 初中級 深井 中上級 金子 初級 金子 中級 進藤 ▼ 中級 深井

20:15 中上級 江添 初中級 田中 中上級 和田 20:15 中上級 小倉

20:25 初級 金子 初中級 深井 初心 田中 初級 岩田 初中級 進藤 20:25 初級 和田
▼ 初中級 江添 中上級 金子 中級 和田 初中級 和田 中上級 和田 ▼ 初中級 深井

21:55 中上級 深井 上級 岡田 上級 金子 中級 金子 中上級 深井 21:55 中上級 小倉

※ 平日（月～金）が祝祭日の場合、休講とさせて頂きます。（振替受講）

月～金　８：５０～２２：００
〒230-0012　横浜市鶴見区下末吉2-15-15（ﾖｺﾔﾏTG内) 土曜日　７：３０～２２：００

日祭日　７：３０～１８：００

■第150期（H31.2.4～H31.3.31)　　時間割表

月 火 水 木 金 土 日

A A

B B

N2 N2

C C

ｷｯｽﾞ D

ｶﾌﾞ E

サ リ ュ ー ト イ ン ド ア テ ニ ス ス ク ー ル
受付時間

０４５－５８３－２０３９

ﾕｰｽ F

N1 N1
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