
体験可能レッスン

月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7

(多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩)　
シニア初中級(小林桃) Mコース(小林桃,関)  9:00-10:40

10:00-11:30 日曜初級(佐々木) 10:50-12:20

担桶初中級(小林桃)12:30-13:40

シニア正面打ち(関) 担桶初中級(小林桃)16:00-17:10

13:30-15:00 大太鼓初級(若山)   17:20-19:00 キッズ(佐々木,北條) 14:20-15:10

小学生初級(関,北條)15:25-16:25

小中学生初中級(佐々木)16:40-17:40

小中学生中級(関) 16:40-17:40

中高生特練(関)    17:50-19:20

中級(関)
19:30-21:20 日曜特練(小林,佐々木)19:00-20:40

(代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山)　
シニア初級(若山) 11:30-13:00 初級(若山) 10:00-11:50

小学生初級(若山)16:40-17:40 シニア入門(若山)13:00-14:30

初級(若山)  19:10-21:00 初級(若山) 19:10-21:00
(横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜)

初級(佐々木,岩﨑)
19:10-21:00

8 9 10 11 12 13 14
(多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩)　
太鼓体操(小林桃) シニア初中級(小林桃) 中級(小林桃,岩﨑) 初級(若山,小林桃) 10:00-11:50 担桶中級(小林桃) 9:30-10:40

11:00-12:00 10:00-11:30 10:00-11:50 シニア入門(佐々木,関) 初中級(小林桃)　　12:00-13:50 大太鼓中級(小林桃)10:50-12:30

シニア初級(岩﨑,小林桃) 11:00-12:30 中級(若山)           14:00-15:50 日曜初中級(関)12:40-14:10
13:10-14:40 シニア横打ち(小林桃) シニア初級(関,佐々木) 大太鼓初中級(小林桃)16:00-17:40

13:30-15:00 キッズ(関,岩﨑)15:20-16:10 12:40-14:10 担ぎ桶初級(若山)17:50-19:00 キッズ(佐々木,北條) 14:20-15:10

小学生(岩﨑,関)16:25-17:25 小学生初級(関,北條)15:25-16:25

小学生(岩﨑)16:40-17:40 小学生初中級(関)17:40-18:40 小中学生初中級(佐々木)16:40-17:40

小中学生中級(関) 16:40-17:40

中高生特練(関)    17:50-19:20

初級(岩﨑) 中級(関) 中級(関,岩﨑) 特練(小林,関) 初中級(佐々木,関)
19:00-20:50 19:30-21:20 19:00-20:50 19:30-21:20 19:00-20:50 日曜中級(佐々木) 19:00-20:40

(代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山)
初級(若山) 10:00-11:50 シニア初中級(若山) 11:30-13:00 初級(佐々木)   10:00-11:50 キッズ(若山)         10:00-10:50

中級(小林)      12:00-13:50 小学生(岩﨑)       11:05-12:05

シニア入門(若山)13:00-14:30 キッズ(若山)15:30-16:20 初中級(佐々木)14:00-15:50 初級(岩﨑,若山)　 12:20-14:10

小学生初中級(若山)16:40-17:40 初中級(若山) 　    14:20-16:10

特練(小林)　　 17:00-18:50 中級(岩﨑)          16:20-18:10

初級(若山) 19:10-21:00 初中級(若山)  19:10-21:00
(横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜)

初級(佐々木,岩﨑) シニア(佐々木)13:30-15:00 中級(岩﨑) 初級(関,岩﨑)    11:00-12:40

19:10-21:00 キッズ(佐々木)15:30-16:20 19:00-20:50 小学生(関,岩﨑) 12:50-13:50

小学生(佐々木) 16:30-17:30 入門(岩﨑,関)14:30-16:10
小中学生初中級(佐々木)17:40-18:40

15 16 17 18 19 20 21
(多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩)　
太鼓体操(小林桃) シニア初中級(小林桃) 中級(小林桃,岩﨑) 初級(若山,小林桃) 10:00-11:50 Mコース(小林桃,関)  9:00-10:40

11:00-12:00 10:00-11:30 10:00-11:50 シニア入門(佐々木,関) 初中級(小林桃)　　12:00-13:50 日曜初級(代講:小林桃)10:50-12:20

シニア初級(岩﨑,小林桃) 11:00-12:30 中級(若山)           14:00-15:50 担桶初中級(小林桃)12:30-13:40

13:10-14:40 シニア正面打ち(関) シニア初級(関,佐々木) 担桶初中級(小林桃)16:00-17:10

13:30-15:00 キッズ(関,岩﨑)15:20-16:10 12:40-14:10 大太鼓初級(若山)   17:20-19:00 ※(千葉)森のホール
小学生(岩﨑,関)16:25-17:25 千葉(関)13:30-16:30

小学生(岩﨑)16:40-17:40 小学生初中級(関)17:40-18:40

初級(岩﨑) 中級(関) 中級(関,岩﨑) 特練(小林,関) 初中級(佐々木,関)
19:00-20:50 19:30-21:20 19:00-20:50 19:30-21:20 19:00-20:50 日曜特練(小林,佐々木)19:00-20:40

(代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山)
シニア初級(若山) 11:30-13:00 初級(若山) 10:00-11:50 シニア初中級(若山) 11:30-13:00 初級(佐々木)   10:00-11:50 キッズ(若山)         10:00-10:50

中級(小林)      12:00-13:50 小学生(岩﨑)       11:05-12:05

シニア入門(若山)13:00-14:30 キッズ(若山)15:30-16:20 初中級(佐々木)14:00-15:50 初級(岩﨑,若山)　 12:20-14:10

小学生初級(若山)16:40-17:40 小学生初中級(若山)16:40-17:40 初中級(若山) 　    14:20-16:10

特練(小林)　　 17:00-18:50 中級(岩﨑)          16:20-18:10

初級(若山)  19:10-21:00 初級(若山) 19:10-21:00 初中級(若山)  19:10-21:00
(横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜)

初級(佐々木,岩﨑) シニア(佐々木)13:30-15:00 中級(岩﨑) 
19:10-21:00 キッズ(佐々木)15:30-16:20 19:00-20:50 小学生(関,岩﨑) 12:50-13:50

小学生(佐々木) 16:30-17:30
小中学生初中級(佐々木)17:40-18:40

22 23 24 25 26 27 28
(多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩)　
太鼓体操(代講:岩﨑) 中級(小林桃,岩﨑) 初級(若山,小林桃) 10:00-11:50 担桶中級(小林桃) 9:30-10:40

11:00-12:00 10:00-11:50 シニア入門(佐々木,関) 初中級(小林桃)　　12:00-13:50 大太鼓中級(小林桃)10:50-12:30

シニア初級(岩﨑) 11:00-12:30 中級(若山)           14:00-15:50 日曜初中級(関)12:40-14:10
13:10-14:40 シニア横打ち(小林桃) シニア初級(関,佐々木) 大太鼓初中級(小林桃)16:00-17:40

13:30-15:00 12:40-14:10 担ぎ桶初級(若山)17:50-19:00 キッズ(佐々木,北條) 14:20-15:10

キッズ(関,岩﨑)15:20-16:10 小学生初級(関,北條)15:25-16:25

小学生(岩﨑)16:40-17:40 小学生(岩﨑,関)16:25-17:25 小中学生初中級(佐々木)16:40-17:40

小学生初中級(関)17:40-18:40 小中学生中級(関) 16:40-17:40

中高生特練(関)    17:50-19:20

初級(岩﨑) 中級(関,岩﨑) 特練(小林,関) 初中級(佐々木,関)
19:00-20:50 19:00-20:50 19:30-21:20 19:00-20:50 日曜中級(佐々木) 19:00-20:40

(代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山)
シニア初級(若山) 11:30-13:00 シニア初中級(若山) 11:30-13:00 初級(佐々木)   10:00-11:50 キッズ(若山)         10:00-10:50

中級(小林)      12:00-13:50 小学生(岩﨑)       11:05-12:05

キッズ(若山)15:30-16:20 初中級(佐々木)14:00-15:50 初級(岩﨑,若山)　 12:20-14:10

小学生初級(若山)16:40-17:40 小学生初中級(若山)16:40-17:40 初中級(若山) 　    14:20-16:10

特練(小林)　　 17:00-18:50 中級(岩﨑)          16:20-18:10

初級(若山)  19:10-21:00 初中級(若山)  19:10-21:00
(横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜)

シニア(佐々木)13:30-15:00 中級(岩﨑) 初級(関,岩﨑)    11:00-12:40

キッズ(佐々木)15:30-16:20 19:00-20:50 小学生(関,岩﨑) 12:50-13:50

小学生(佐々木) 16:30-17:30 入門(岩﨑,関)14:30-16:10
小中学生初中級(佐々木)17:40-18:40

29 30 31 1 2 3 4
(多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩)

※6月分
シニア正面打ち(関) ※6月分
13:30-15:00 キッズ(関,岩﨑)15:20-16:10

小学生(岩﨑,関)16:25-17:25
小学生初中級(関)17:40-18:40

(代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山)

(横浜) (横浜) ※6月分 (横浜) ※6月分 (横浜) (横浜) (横浜) (横浜)
初級(佐々木,岩﨑) シニア(佐々木)13:30-15:00

19:10-21:00 キッズ(佐々木)15:30-16:20

小学生(佐々木) 16:30-17:30
小中学生初中級(佐々木)17:40-18:40
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体験可能レッスン

月 火 水 木 金 土 日
29 30 31 1 2 3 4

(多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩)　
初級(若山,小林桃) 10:00-11:50 Mコース(小林桃,関)  9:00-10:40

シニア入門(佐々木,関) 初中級(小林桃)　　12:00-13:50 日曜初級(佐々木) 10:50-12:20

※6月分 ※6月分 11:00-12:30 中級(若山)           14:00-15:50 担桶初中級(小林桃)12:30-13:40

シニア正面打ち(関) キッズ(関,岩﨑)15:20-16:10 シニア初級(関,佐々木) 担桶初中級(小林桃)16:00-17:10

13:30-15:00 小学生(岩﨑,関)16:25-17:25 12:40-14:10 大太鼓初級(若山)   17:20-19:00 キッズ(佐々木,北條) 14:20-15:10

小学生初中級(関)17:40-18:40 小学生初級(関,北條)15:25-16:25

小中学生初中級(佐々木)16:40-17:40

小中学生中級(関) 16:40-17:40

中高生特練(関)    17:50-19:20

特練(小林,関) 初中級(佐々木,関)
19:30-21:20 19:00-20:50 日曜中級(佐々木)19:00-20:40

(代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山)　
初級(佐々木)   10:00-11:50 キッズ(若山)         10:00-10:50

中級(小林)      12:00-13:50 小学生(岩﨑)       11:05-12:05

初中級(佐々木)14:00-15:50 初級(岩﨑,若山)　 12:20-14:10

初中級(若山) 　    14:20-16:10

特練(小林)　　 17:00-18:50 中級(岩﨑)          16:20-18:10

(横浜) (横浜) ※6月分 (横浜) ※6月分 (横浜) (横浜) (横浜) (横浜)
初級(佐々木,岩﨑) シニア(佐々木)13:30-15:00 中級(岩﨑) 初級(関,岩﨑)    11:00-12:40

19:10-21:00 キッズ(佐々木)15:30-16:20 19:00-20:50 小学生(関,岩﨑) 12:50-13:50

小学生(佐々木) 16:30-17:30 入門(岩﨑,関)14:30-16:10
小中学生初中級(佐々木)17:40-18:40

5 6 7 8 9 10 11
(多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩)　
太鼓体操(小林桃) シニア初中級(小林桃) 中級(小林桃,岩﨑) 初級(若山,小林桃) 10:00-11:50 担桶中級(小林桃) 9:30-10:40

11:00-12:00 10:00-11:30 10:00-11:50 シニア入門(佐々木,関) 初中級(小林桃)　　12:00-13:50 大太鼓中級(小林桃)10:50-12:30

シニア初級(岩﨑,小林桃) 11:00-12:30 中級(若山)           14:00-15:50 日曜初中級(関)12:40-14:10
13:10-14:40 シニア横打ち(小林桃) シニア初級(関,佐々木) 大太鼓初中級(小林桃)16:00-17:40

13:30-15:00 キッズ(関,岩﨑)15:20-16:10 12:40-14:10 担ぎ桶初級(若山)17:50-19:00 キッズ(佐々木,北條) 14:20-15:10

小学生(岩﨑,関)16:25-17:25 小学生初級(関,北條)15:25-16:25

小学生(岩﨑)16:40-17:40 小学生初中級(関)17:40-18:40 小中学生初中級(佐々木)16:40-17:40

小中学生中級(関) 16:40-17:40

中高生特練(関)    17:50-19:20

初級(岩﨑) 中級(関) 中級(関,岩﨑) 特練(小林,関) 初中級(佐々木,関)
19:00-20:50 19:30-21:20 19:00-20:50 19:30-21:20 19:00-20:50 日曜特練(小林,佐々木)19:00-20:40

(代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山)
シニア初級(若山) 11:30-13:00 初級(若山) 10:00-11:50 シニア初中級(若山) 11:30-13:00 初級(佐々木)   10:00-11:50 キッズ(若山)         10:00-10:50

中級(小林)      12:00-13:50 小学生(岩﨑)       11:05-12:05

シニア入門(若山)13:00-14:30 キッズ(若山)15:30-16:20 初中級(佐々木)14:00-15:50 初級(岩﨑,若山)　 12:20-14:10

小学生初級(若山)16:40-17:40 小学生初中級(若山)16:40-17:40 初中級(若山) 　    14:20-16:10

特練(小林)　　 17:00-18:50 中級(岩﨑)          16:20-18:10

初級(若山)  19:10-21:00 初級(若山) 19:10-21:00 初中級(若山)  19:10-21:00
(横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜)

初級(佐々木,岩﨑) シニア(佐々木)13:30-15:00 中級(岩﨑) 
19:10-21:00 キッズ(佐々木)15:30-16:20 19:00-20:50

小学生(佐々木) 16:30-17:30
小中学生初中級(佐々木)17:40-18:40

12 13 14 15 16 17 18
(多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩)　
太鼓体操(小林桃) シニア初中級(小林桃) 中級(小林桃,岩﨑) 初級(若山,小林桃) 10:00-11:50 Mコース(小林桃,関)  9:00-10:40

11:00-12:00 10:00-11:30 10:00-11:50 初中級(小林桃)　　12:00-13:50 日曜初級(代講:関)10:50-12:20

シニア初級(岩﨑,小林桃) シニア正面打ち(関) 中級(若山)           14:00-15:50 担桶初中級(小林桃)12:30-13:40

13:10-14:40 13:30-15:00 キッズ(関,岩﨑)15:20-16:10 担桶初中級(小林桃)16:00-17:10

小学生(岩﨑,関)16:25-17:25 大太鼓初級(若山)   17:20-19:00

小学生(岩﨑)16:40-17:40 小学生初中級(関)17:40-18:40

初級(岩﨑) 中級(関) 中級(関,岩﨑) 特練(小林,関)
19:00-20:50 19:30-21:20 19:00-20:50 19:30-21:20 日曜中級(代講:関)19:00-20:40

(代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山)
シニア初級(若山) 11:30-13:00 初級(若山) 10:00-11:50 シニア初中級(若山) 11:30-13:00

シニア入門(若山)13:00-14:30 キッズ(若山)15:30-16:20
小学生初級(若山)16:40-17:40 小学生初中級(若山)16:40-17:40

初級(若山)  19:10-21:00 初級(若山) 19:10-21:00 初中級(若山)  19:10-21:00
(横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜)

初級(佐々木,岩﨑) シニア(佐々木)13:30-15:00 中級(岩﨑) 
19:10-21:00 キッズ(佐々木)15:30-16:20 19:00-20:50 小学生(関) 12:50-13:50

小学生(佐々木) 16:30-17:30
小中学生初中級(佐々木)17:40-18:40

19 20 21 22 23 24 25
(多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩) (多摩)　

シニア初中級(小林桃) 中級(小林桃) 担桶中級(小林桃) 9:30-10:40

10:00-11:30 10:00-11:50 シニア入門(佐々木,関) 大太鼓中級(小林桃)10:50-12:30

11:00-12:30 日曜初中級(関)12:40-14:10
シニア横打ち(小林桃) シニア初級(関,佐々木) 大太鼓初中級(小林桃)16:00-17:40

13:30-15:00 12:40-14:10 担ぎ桶初級(代講:小林桃)17:50-19:00 キッズ(佐々木,北條) 14:20-15:10

小学生初級(関,北條)15:25-16:25

小中学生初中級(佐々木)16:40-17:40

小中学生中級(関) 16:40-17:40

中高生特練(関)    17:50-19:20

※(千葉)森のホール
千葉(代講:小林)13:30-16:30

中級(関) 中級(関) 初中級(佐々木,関)
19:30-21:20 19:00-20:50 19:00-20:50 日曜特練(小林,佐々木)19:00-20:40

(代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山)
初級(若山) 10:00-11:50 シニア初中級(若山) 11:30-13:00 初級(佐々木)   10:00-11:50 キッズ(若山)         10:00-10:50

中級(小林)      12:00-13:50 小学生(岩﨑)       11:05-12:05

シニア入門(若山)13:00-14:30 キッズ(若山)15:30-16:20 初中級(佐々木)14:00-15:50 初級(岩﨑,若山)　 12:20-14:10

小学生初中級(若山)16:40-17:40 初中級(若山) 　    14:20-16:10

特練(小林)　　 17:00-18:50 中級(岩﨑)          16:20-18:10

初級(若山) 19:10-21:00 初中級(若山)  19:10-21:00
(横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜)

初級(関,岩﨑)    11:00-12:40

小学生(関,岩﨑) 12:50-13:50

入門(岩﨑,関)14:30-16:10
26 27 28 29 30 1 2

(多摩) (多摩) (多摩)　 (多摩) (多摩) (多摩) (多摩)
太鼓体操(小林桃)
11:00-12:00
シニア初級(岩﨑,小林桃)
13:10-14:40
小学生(岩﨑)16:40-17:40

初級(岩﨑) 
19:00-20:50
(代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山) (代官山)
シニア初級(若山) 11:30-13:00

小学生初級(若山)16:40-17:40

初級(若山)  19:10-21:00
(横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜) (横浜)

★2023年6月　練習スケジュール★



体験可能レッスン

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇
26 27 28 29 30 1 2

（多摩） （多摩） （多摩） （多摩） （多摩） （多摩） （多摩） 
太⿎体操（⼩林桃）
11:00-12:00
シニア初級(岩﨑,⼩林桃）
13:10-14:40
⼩学⽣(岩﨑）16:40-17:40
初級(岩﨑）19:00-20:50
（代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） 
シニア初級(若⼭） 11:30-13:00
⼩学⽣初級（若⼭）16:40-17:40
初級(若⼭）  19:10-21:00
（横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜）

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
（多摩） （多摩） （多摩） （多摩） （多摩） （多摩） （多摩） 

シニア初中級（⼩林桃） 中級（⼩林桃） 初級（若⼭,⼩林桃） 10:00-11:50 Mコース（⼩林桃,関）  9:00-10:40
10:00-11:30 10:00-11:50 シニア⼊⾨（佐々⽊,関） 初中級（⼩林桃）  12:00-13:50 ⽇曜初級（佐々⽊） 10:50-12:20

11:00-12:30 中級（若⼭）           14:00-15:50 担桶初中級(⼩林桃）12:30-13:40
シニア横打ち(⼩林桃） シニア初級(関,佐々⽊） 担桶初中級（⼩林桃）16:00-17:10
13:30-15:00 12:40-14:10 ⼤太⿎初級（若⼭）   17:20-19:00 キッズ（佐々⽊,北條） 14:20-15:10

⼩学⽣初級(関,北條）15:25-16:25
⼩中学⽣初中級(佐々⽊）16:40-17:40
⼩中学⽣中級(関） 16:40-17:40
中⾼⽣特練（関）    17:50-19:20

中級(代講:岩﨑） 特練(⼩林,関） 初中級(佐々⽊,関）
19:00-20:50 19:30-21:20 19:00-20:50 ⽇曜中級(佐々⽊）19:00-20:40

（代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭）
初級（若⼭） 10:00-11:50 シニア初中級(若⼭） 11:30-13:00 初級(佐々⽊）   10:00-11:50 キッズ(若⼭）         10:00-10:50

中級(⼩林）      12:00-13:50 ⼩学⽣(岩﨑）       11:05-12:05
シニア⼊⾨（若⼭）13:00-14:30 キッズ(若⼭）15:30-16:20 初中級(佐々⽊）14:00-15:50 初級(岩﨑,若⼭）  12:20-14:10

⼩学⽣初中級（若⼭）16:40-17:40 初中級(若⼭）      14:20-16:10
特練（⼩林）   17:00-18:50 中級（岩﨑）          16:20-18:10

初級（若⼭） 19:10-21:00 初中級(若⼭）  19:10-21:00
（横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜）

初級(佐々⽊,岩﨑） シニア(佐々⽊）13:30-15:00 中級(岩﨑） 初級(関,岩﨑）    11:00-12:40
19:10-21:00 キッズ(佐々⽊）15:30-16:20 19:00-20:50 ⼩学⽣（関,岩﨑） 12:50-13:50

⼩学⽣(佐々⽊） 16:30-17:30 ⼊⾨（岩﨑,関）14:30-16:10
⼩中学⽣初中級(佐々⽊）17:40-18:40

17 18 19 20 21 22 23
（多摩） （多摩） （多摩） （多摩） （多摩） （多摩） （多摩） 

シニア初中級（⼩林桃） 中級（⼩林桃,岩﨑） 初級（若⼭,⼩林桃） 10:00-11:50 担桶中級(⼩林桃） 9:30-10:40
太⿎体操（⼩林桃） 10:00-11:30 10:00-11:50 シニア⼊⾨（佐々⽊,関） 初中級（⼩林桃）  12:00-13:50 ⼤太⿎中級(⼩林桃）10:50-12:30
11:00-12:00 11:00-12:30 中級（若⼭）           14:00-15:50 ⽇曜初中級(関）12:40-14:10
シニア初級(岩﨑,⼩林桃） シニア正⾯打ち(関） キッズ(関,岩﨑）15:20-16:10 シニア初級(関,佐々⽊） ⼤太⿎初中級（⼩林桃）16:00-17:40
13:10-14:40 13:30-15:00 ⼩学⽣(岩﨑,関）16:25-17:25 12:40-14:10 担ぎ桶初級（若⼭）17:50-19:00 キッズ（佐々⽊,北條） 14:20-15:10

⼩学⽣初中級(関）17:40-18:40 ⼩学⽣初級(関,北條）15:25-16:25
⼩学⽣(岩﨑）16:40-17:40 ⼩中学⽣初中級(佐々⽊）16:40-17:40

⼩中学⽣中級(関） 16:40-17:40
中⾼⽣特練（関）    17:50-19:20

※（千葉）森のホール
千葉（代講:⼩林）13:30-16:30

初級(岩﨑） 中級(関） 中級（関,岩﨑） 特練(⼩林,関） 初中級(佐々⽊,関）
19:00-20:50 19:30-21:20 19:00-20:50 19:30-21:20 19:00-20:50 ⽇曜特練(⼩林,佐々⽊）19:00-20:40
（代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭）
シニア初級(若⼭） 11:30-13:00 初級（若⼭） 10:00-11:50 シニア初中級(若⼭） 11:30-13:00 初級(佐々⽊）   10:00-11:50 キッズ(若⼭）         10:00-10:50

中級(⼩林）      12:00-13:50 ⼩学⽣(岩﨑）       11:05-12:05
⼩学⽣初級（若⼭）16:40-17:40 シニア⼊⾨（若⼭）13:00-14:30 キッズ(若⼭）15:30-16:20 初中級(佐々⽊）14:00-15:50 初級(岩﨑,若⼭）  12:20-14:10

⼩学⽣初中級（若⼭）16:40-17:40 初中級(若⼭）      14:20-16:10
特練（⼩林）   17:00-18:50 中級（岩﨑）          16:20-18:10

初級(若⼭）  19:10-21:00 初級（若⼭） 19:10-21:00 初中級(若⼭）  19:10-21:00
（横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜）

初級(佐々⽊,岩﨑） シニア(佐々⽊）13:30-15:00 中級(岩﨑） 
19:10-21:00 キッズ(佐々⽊）15:30-16:20 19:00-20:50 ⼩学⽣（関,岩﨑） 12:50-13:50

⼩学⽣(佐々⽊） 16:30-17:30
⼩中学⽣初中級(佐々⽊）17:40-18:40

24 25 26 27 28 29 30
（多摩） （多摩） （多摩）  （多摩） （多摩） （多摩） （多摩）

シニア初中級（⼩林桃） 中級（⼩林桃,岩﨑） 初級（若⼭,⼩林桃） 10:00-11:50 Mコース（⼩林桃,関）  9:00-10:40
太⿎体操（⼩林桃） 10:00-11:30 10:00-11:50 シニア⼊⾨（佐々⽊,関） 初中級（⼩林桃）  12:00-13:50 ⽇曜初級（佐々⽊） 10:50-12:20
11:00-12:00 11:00-12:30 中級（若⼭）           14:00-15:50 担桶初中級(⼩林桃）12:30-13:40
シニア初級(岩﨑,⼩林桃） シニア横打ち(⼩林桃） キッズ(関,岩﨑）15:20-16:10 シニア初級(関,佐々⽊） 担桶初中級（⼩林桃）16:00-17:10
13:10-14:40 13:30-15:00 ⼩学⽣(岩﨑,関）16:25-17:25 12:40-14:10 ⼤太⿎初級（若⼭）   17:20-19:00 キッズ（佐々⽊,北條） 14:20-15:10

⼩学⽣初中級(関）17:40-18:40 ⼩学⽣初級(関,北條）15:25-16:25
⼩学⽣(岩﨑）16:40-17:40 ⼩中学⽣初中級(佐々⽊）16:40-17:40

⼩中学⽣中級(関） 16:40-17:40
中⾼⽣特練（関）    17:50-19:20

初級(岩﨑） 中級(関） 中級（関,岩﨑） 特練(⼩林,関） 初中級(佐々⽊,関）
19:00-20:50 19:30-21:20 19:00-20:50 19:30-21:20 19:00-20:50 ⽇曜中級(佐々⽊）19:00-20:40
（代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭）
シニア初級(若⼭） 11:30-13:00 初級（若⼭） 10:00-11:50 シニア初中級(若⼭） 11:30-13:00 初級(佐々⽊）   10:00-11:50 キッズ(若⼭）         10:00-10:50

中級(⼩林）      12:00-13:50 ⼩学⽣(岩﨑）       11:05-12:05
⼩学⽣初級（若⼭）16:40-17:40 シニア⼊⾨（若⼭）13:00-14:30 キッズ(若⼭）15:30-16:20 初中級(佐々⽊）14:00-15:50 初級(岩﨑,若⼭）  12:20-14:10

⼩学⽣初中級（若⼭）16:40-17:40 初中級(若⼭）      14:20-16:10
特練（⼩林）   17:00-18:50 中級（岩﨑）          16:20-18:10

初級(若⼭）  19:10-21:00 初級（若⼭） 19:10-21:00 初中級(若⼭）  19:10-21:00
（横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜）

初級(佐々⽊,岩﨑） シニア(佐々⽊）13:30-15:00 中級(岩﨑） 初級(関,岩﨑）    11:00-12:40
19:10-21:00 キッズ(佐々⽊）15:30-16:20 19:00-20:50 ⼩学⽣（関,岩﨑） 12:50-13:50

⼩学⽣(佐々⽊） 16:30-17:30 ⼊⾨（岩﨑,関）14:30-16:10
⼩中学⽣初中級(佐々⽊）17:40-18:40

31 1 2 3 4 5 6
（多摩） （多摩） （多摩）  （多摩） （多摩） （多摩） （多摩）※7⽉分
太⿎体操（⼩林桃） 初級（若⼭,⼩林桃） 10:00-11:50 担桶中級(⼩林桃） 9:30-10:40
11:00-12:00 シニア正⾯打ち(関）※7⽉分 ※7⽉分 シニア⼊⾨（佐々⽊,関） 初中級（⼩林桃）  12:00-13:50 ⼤太⿎中級(⼩林桃）10:50-12:30
シニア初級(岩﨑,⼩林桃） 13:30-15:00 キッズ(関,岩﨑）15:20-16:10 11:00-12:30 中級（若⼭）           14:00-15:50 ⽇曜初中級(関）12:40-14:10
13:10-14:40 ⼩学⽣(岩﨑,関）16:25-17:25 シニア初級(関,佐々⽊）

⼩学⽣初中級(関）17:40-18:40 12:40-14:10 ※7⽉分 キッズ（佐々⽊,北條） 14:20-15:10
⼤太⿎初中級（⼩林桃）16:00-17:40 ⼩学⽣初級(関,北條）15:25-16:25

⼩学⽣(岩﨑）16:40-17:40 担ぎ桶初級（若⼭）17:50-19:00 ⼩中学⽣初中級(佐々⽊）16:40-17:40
⼩中学⽣中級(関） 16:40-17:40
中⾼⽣特練（関）    17:50-19:20

初級(岩﨑） 中級(関）※7⽉分 特練(⼩林,関） 初中級(佐々⽊,関） ※7⽉分
19:00-20:50 19:30-21:20 19:30-21:20 19:00-20:50 ⽇曜特練(⼩林,佐々⽊）19:00-20:40
（代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭） （代官⼭）
シニア初級(若⼭） 11:30-13:00 初級(佐々⽊）   10:00-11:50 キッズ(若⼭）         10:00-10:50

中級(⼩林）      12:00-13:50 ⼩学⽣(岩﨑）       11:05-12:05
⼩学⽣初級（若⼭）16:40-17:40 初中級(佐々⽊）14:00-15:50 初級(岩﨑,若⼭）  12:20-14:10

初中級(若⼭）      14:20-16:10
初級(若⼭）  19:10-21:00 特練（⼩林）   17:00-18:50 中級（岩﨑）          16:20-18:10
（横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜） （横浜）

中級(岩﨑） 
19:00-20:50

★2023年7⽉ 練習スケジュール★




