
船橋校舎施設使用確認表(テニス場)
日 况ｩ?｢�壌所 ���凾� 僂 剩B�E 刄h �.r�剪�H 凵[】J 

8月1日 ��R�硬式庭球部 ��9:QOわ18ミ009: �00-ー8 謄���■ 剪� � ��剪� 涛｣��ｨ���ﾓΗ�����9こ00-18:00 ��

ソフトテニス ��� 凵｡ 剪� �8:00-18:00 ��9:00-113:OO 剪� � ��

レボリューション ��� � 剴｣��ﾓ�Ζ��0 � ��剪� � ��

教職員 辻�� � 剪� � ��剪� � ��

習志野高校 ��� � 剪� � 坦�剪� � ��

8月2日 冦��硬式庭球部 ��� � 剪� � ��剪� 嶋,E��簽�Ε��｢�二9:00L-18;OO 涛｣��EFs｣���

ソフトテニス ��� � 剪� ��ｳ｣��ﾓ�Ε�����9:00-18:00 ��剪� � ��

レボリューション ��� 劔謄��ﾓsΘ��0 � ��剪� � ��

教職旦 ��� � 剪� � ��剪� � ��

習志野高校 ��� � 剪� � ��剪� � ��

8月3日 仞��硬式庭球部 ��� � 剪� � ��剪� �9ま00～18:OO ��

ソフトテニス ��� � 剪� 涛｣��ﾓ�Ε����� ��剪� � ��

レボリューション ��� � 剴｣��ﾘ�ｳΕ��0 � ��剪� � ��

散布員 ��� 凵｡ 剪� � ��劔O｢�ｵr� � ��

習志野高校 唸�3ｨ�9��勁如. 劔�� � 唳���ﾂ粐ﾂ�劔 � ��

8月4日 �7��硬式庭球部 ��劔劔劔劒ZHﾖh.*H��_ｺJIm刔�hR�

ソフトテニス 賦JH�9mjJIvﾘ�L�開JH��JJJH5��劔剪�� 劔傲�哽BﾚJJJJI$鵯H����ｪHﾝ一�JHﾇ9xｲ�

レボリューション 哽Igi?ﾃｩ¥HﾄXｹ哽JHﾎﾊJI�:JIVﾚBﾉ?��2�劔剪�劔� 啌��jB�

教職員 唏*ｺH��ｸ:Ii芥ﾄⅲ�劔剪�劔剪�

習志野高校 ��劔剪�劔剪�

8月5日二 �?｢�硬式虐球帯1L ��� ��剪�� � � 哽H.*Hﾕ��

ソフトテ言ス‥. 劔劔劔劔�H���

レボリューション ��� ��剪�� � 剪� 

二赦職員 劔劔劔劔� 

._､習志野井枚 劔劔劔劔� 

8月68 佇�� ��劔剪� 劔剪� 

ソフトテ~ス ��■-+ ■■■+ 劔/打■>..- 剪�ソフトテ~ス. 劔����i ⊇ ∃ 俟H�ｹX碧YH����6｢迂�ﾙ�ﾃ���� 

重垂垂 lL-lL.】,- �� 劔 劔- 剪�

醜済 劔剩｢ﾉ�hｦﾒ� 

8月7日 ���..硬式鹿呼称 ��鰐三流-I--- 刹`援 �8鞍B�bs｢t｢胖ｨ蔘ﾃs2ﾈ*ｸ*ｳｦe｢ﾒﾘﾔc譏炻rﾓ�鞏R��剪�箪至Jit: ■-,一冬?㌔ す､☆ �� ��劔� 

ソフトテニス 剳高�奄ｻし:三.i､三i言桜 -ry√ 劍�2ﾉ{乖(宜*ｹE緯ｧ(���� ��� 劔劔 

レポリi-シ岳ン ��藍を琶笥瑞: 唸�｢� ��唳�8ｩﾓｲ�������� �� ��椿��I i 

教裁貞 ��:ケ � �� � 劔 

習志野#較 ��苧環モ霞_fF器ニ �� ��� ��劔劔�� 

8月8日 ��R�硬式庭球部 ソフトテニス ��･卯と.′若.),髪.′ � 逃､┐�一㌢ji】ゝ � �5ﾘｺ��Jヲ【 劔剪��� レボリューション 教職員 �� � �� � 鐙��GD｢� ��劔��

習志野高校 �� � ��� �� 

8月9日 冦��硬式庭球部 �� � �� � ��-LS, 劔剪�i 】 ド i �� ��

ソフトテニス ��,､汁サー車/ � �� � �やﾒ�･き､Tー 

レボリューション ��-一浩ノー � ��� ��i?諺 l 

教職員 �� 剪I ��� �$��劔劔剪�

習志野高校 �� � ��� 白"� 

8月10日 仞��硬式庭球部 ��様式濃嘩帝∵- l計00-18二00 � � � �� � ��劔� ��

ソフトテニス ��劔劔劔劔� ��

レボリューション ��劔劔 剪�

教職員 

習志野高校 劔劔劔 

8月11日 �7��硬式庭球部 ��劔劔･､i<: tヽ乙 儻���ｫx�ゆ���｣��H�.��2� ������｢��｢�彦｣ｨ�)uﾈ6ｨ�ﾈ自?�爾��ﾓｹt疫(耳�YB粭�ﾒ�

ソフトテニス ��劔劔剪� �� 

レボリューション �� 劔劔� 調� � ����

教職員 ��劔劔劔 � 調ﾒr�ｦZJB�ⅹ9h6ﾒ���

菅志軒高校 仍2�7ﾒ�劔劔劔栄､ 劔�� 

8月12日 唐�捷式血等蘇:. ��劔 劔E ! �� �� 冑Ji ��1 i i ～ i � 

ソフトテニス 劔劔剪� ��剩TJ,I 劔 

申■A 替志野許枚 ��劔劔�� 劔劔 

8月13日 佇鈔�硬式応坪部 ��劔 劔~､｢㌃ �5ﾈ9(6y�ｸ+�粨ﾕx耳7�ﾂ�劔��盲 】 l i I 俟H�oﾈｸY.��

ソフトテニス レボリューション 劔劔劔k#ｨ休ｿ���ｸ.x,ｨ��� ����剴謄��ﾓ�������

書■A 劔劔剪�

･:.I一一 調�劔劔� 

8月14日 ���硬式庇呼称 ��劔劔劔��剪�

ソフトテニス �� 劔劔 ��

レボリューション ��劔劔�� 

教施鼻 ��

習志野高校 ��

〇月15日 ��R�硬式庭球部 �� 劔� � �� ��劔義 

ソフトテニス 劔劔劔���� 

レボリューション ��劔劔剪�� 

教職員 �� 劔� � � ��

習志野高校 �� 劔劔 劔� 

8月ー6日 冦��硬式庭球部 �� 劔剪��� ����

ソフトテニス �� 劔剪��� 剪���三重 

レボリューション �� 劔剪�

教職員 �� 

習志野高校 �� 劔剪�����

8月17日 仞��硬式庭球部 ソフトテニス レボリューション �� ��劔������劔剪�

教鞍点 ��

智志野高校 ��劔剪�����



船橋校舎施設使用確認表(テニス場)
日 况ｩ?｢�場所 ���&ﾆ6ﾄF之dd杯､�Dｨ�､｢�

8月18日 �7��硬式庭球部 ��榛落盤噂瀞∴------∴M山一 劔� ������'フトニース 

ソフトテニス ��
細8--′ほ樹. �� � �5ﾂ�"隰9�6��

レボリューション ��- 劔凵｡i'S 剪ﾒ���

教職鼻: ��劔劔�� 

習志野高校 劔劔�� �� 

eJI19E] �?｢�書式虚球部 �� ��� 價Lろ ･_Tゝ㌻- ��蜜畯｣｣ｪ"ﾆ��� �� 

ソフトテニス ��劔剪�劔� 

レポリユーシiン ����劔剿��

叔qEJL ��劔剪�俣ｪJB������

曹志軒高坂 �� 劔 劔��

8月20EF 佇��硬式慮噂部 ����宥"� 冤F � �������9:d0.-18:00 

ソフトテニス ������ �9:00-18三伽l �00-18:00 ������� 

レボリューション ���� 涛｣��ﾓ�Ζ�b� 冤 � ������� 

載DLJL_ ���� �� �1 剪������ 

≡三:､ふ:､潜着帯瀬練三:蔓､:;::芝≒;: 倅�99Ih��Vｨ蕀u儘h爾�綿�iIR��� � 剿停s池ｶ銚ﾈ耳耳�2������ 

8月21日 ���硬式庭球部 ������ 僥 � ��售�+3��ｨ*����祷�ｳ��ﾓ�ゅ���偵��ﾓ�ゅ���

ソフトテニス ������ � 涛｣��ﾓ�Ε����9:00.-18:00 ������｢�

レボリューション ������ 冓 � ������� 

教職員 ���� �� 冓 � ������� 

習志野高枚. 哽JH鏐夜N佇ｸ毎4ﾂ�啅9IXﾄ�7ｸ�9fﾒ�� � 剿Q �4粫ﾒﾖ������� 

8月22日 ��R�硬式庭球部 �� 劔劔 ��剪�

ソフトテニス �｢ﾒ�劔��ト � 鳴� ��

レボリューション ��劔 �� � �� ��

教職員 �� 劔 ��鰯磁誠恕姦磯滋 � ������

習志野高校 ��劔 劔����

8月23日 冦��硬式庭球部 ��

ソフトテニス 唸ﾄ��vi-�ﾙ(�ｸ宛8+�,Cｸﾜｹ�YX3ｸvﾘ��ｸ7隗ｹ%u芥vH�:HvHﾟ袷8ｴ8ﾖ�7ｹ%zJH*H���*H�#�JJH*ﾚJH*jB�Hｾ9hy9��

レボリューション 兌ﾊH���

教職員 ��

智恵野高校 

8月24日 仞��硬式庭球部 ���� � 凵z � ����9ミ0わん1B:-OB､ 涛｣�4ﾂ��ﾓΕc��謄��ﾘ�ｳピ��B�

ソフトテニス ���� � 剽ﾟ:00-18:Oo≧ 勍し18:00 ������� 

9:00-ー8:00∃ � 冓 剪������ 

数聡員 ���� � 兩F 剪����2�

習志野高校 �ｨｧ*JB�唔���� 刪ｵ､､き､義盛､hS滋喜汝滋滋泌喜妻､､葉､､､ 剪��������j2���亦�

8月25日 �7��硬式庭球部 ��埠寺 �椅"�牽雫 � 冲9 巨 仆2ｨﾜR��ｳ��ﾓ��｣ｩ'��ﾒﾒﾔ討�X�輦� ������
ソフトテニス 

レボリューション 

教職員 劔� 

警志軒高校 �� ���

叩24E) �?ｧ��‥硬式息坤部 ���� ���ﾂ簫ﾒﾙu��ぶ���｢� ��i 勍∴■し.■- �� 俯X����"ﾇ"�;i 
レポlJユTシヨン 椿抱�ﾂx*ﾘ�H5�r���唸蕣H蔘ｲ經�ｨ+)?�ｸ+3､鎚-8��ｴﾂ騏�?�H��蕀vﾚB� �� � ����� 竜ﾈ�Bﾈv��

改称A. 菅蕃坪井故 唸,Cｨ,H.������ �� � � �� � � 

8月27日 佇��硬式血球か ���� � 冤 剪�涛ｺC��ﾓ��ｲ罠4��祷+3��/��ｬ3｣�������� 

ソフトテニス ���� � 兮:00-18:00喜 �-柑:00 編������ 

レボリューション 改革東や､.__ ���� � 凵z � ����坪�ｷﾘ�������x�rﾒ�

】 � 冤 剪�����

婆､-督志帝高検∴嶺 蔦ｸ爾�+2�冓 � � 剪������

8月28日 ���硬式庭球部 ���� � 冤 � ����涛｣��ﾓ�#｣���3�6｣��ﾓ�Ε���

ソフトテニス ���� � �9:00-18:OOj. � ����鳴�

レボリューション ���� � 冤 � ����亦�

教梅丘 ���� � 凵z � ����白�

習志野高校 侏逸I5�JIeﾒ�唏ﾆH�｢�� � 剪ｲ������ 

8月29日 ��R�硬式庖球部 湯�`:00-柑;OO､ 凩���ﾓ�や�&�ｨ�R�� 僥 � ����涛｣��ﾓ�Ε｣��幼謄��ﾘｫ豆��ﾂ�

ソフトテニス ��鋳�� � �:00-18:00 ��

レボリューション ���� � 冤 剪������ 

敬抱負 習志野高校 辻�辻� � 凾ｵ 剪������ 

BJuOE] 冦��硬式庭球部 辻���｢��｢� � � � ��湯���ﾘ�ｳゅ�����冪B.00-18.00 

ソフト丁ニス 劔� 冏:00-柑:00… � �������

F � ������� 

教職員 ����� 决 � ����巴�ﾂ�� 

習志野高校 ���� 剽ﾟ:00-18 謄��� 劍ﾈ������� 

8月31E3 仞��硬式JB球部 ���� � � � ��田｣c�ﾓ�Ε���涛｣��ﾓ�ﾓΕ��｣豆�｣�#｣���

ソフトテニス ���� � �9:00:～18ニ00j �:00-ー8:OO ����鳴�

レボリューション ������� �1 l 剪���鳴�

教職且 ��末ﾉ�ﾉ?�ﾒ� �� 僥 � ����鳴�

習志野高校嘗 偖ﾈ�｣�ﾓ�*乘��ｲ�� � � 剪���鳴�



船橋校舎施設使用確認表(テニス場) 2012ノ8/3

a 杷dR��噂所 劔��$4DTdt�$｢�

B月SE3 仂r� 劔 ��

+/? 剌ｭ子享子 � ���-鞍.搾-: 劔劔劔劍��緊{襍�*ｹ�ｲ��oｸ*潰駑9J倅�,｢���

8■ :_,__/輩恵方 剩��<靺ﾘ蓼蔟�� ��� � � 
∵ �� �� ������ 劔劔 

8月7日 ��� 俟H�鯔IiMw��5ﾈ7H6x6X6ｨ5��8ﾈ7ｸ8ｨ8X�ｸ5h8x92�剪� �� �� �� � 剪�劔犯�4vﾂ���

_㌔故杜A 劔�� 剪� � � 剪�� � ��

習志野高枕- 劔� �� �� �� � 剪�� � ��

8月8日 亦�硬式産噂解 ソフトテース 劔�� �(宝5�u�� ��▲l 侈bﾈ�I?����B���蔗ﾆ坪*ﾈ�ｹ-(脾ﾖ奉�� � �5ﾈ7H6x6X6ｨ5械�劔剪���

∴ �7ｲ�����

8月9日 冦��硬革庖 劍ｧhｧb�ﾄ�*ｵh爾��5h��92�ﾌ8�(�ｲ�8ﾈ､7���ｸ�ﾈ�ｷ���� ��i �� �� �7侈ｲﾓ2ﾒ� �2�rl貰 ��� 剪�

ジラー幸一 レポリユー 救捜 菅志軒 劔�+ ��从謦�ｸ�� �� 

ち: ��がさ巽JJ/=:t31r>(/tつ､､.ゼミ/; ��劔劔� 

8月108 仞�� 劔�� 劔劔- 劔 �� �� ����

ソフトテニス レポ'}ユ-シ3; 教抱負 劔 ��蕉J■濃 守;碑か-相 刎�v��｢�劔刳�鶚'罰>_Wg一驚;i 剪� �� �� 剪�

暫志野 劍ｶ��x耳*'��劔劔� ��� �� �� 

8月ltB �7�� 鎚ｧh-ﾈ覆����nﾂ���w"�5ij�ﾜｲ��惲�ｶ�ﾆ(�ﾈ8ﾈ*ﾘ�ﾂ��� 劔劔 乂h�����+t�2ﾘ自�B�療ミ■_.:... 僂j7-/ � 剪���レ �5ﾈ*B�劔 劔劔劔劔�6ﾘ7H6x�U�5��

竺姦 智竜野 劔��劔劔 

i月I28 唐� 劔�� �� 剪� 劔劔 剪���

_叩､｣だYヒ レポl} # 剩�� 劔劔� � 劔 �� 

y_芦_{ 劔劔劔劔���� 

雷惹欝高校 劔劔劔��劔�� ��

8R13E) 佇�� ��剪��� 剪� � �� �� � �� ��憧�

ソフトテニス ポリユーシ享㌢∧_I_ 救牧丘 劔 劔劔��-空室蓋3./静1貰芸.㌔ 一一一塊斡 � ��劔~∫.-:鍾 --琴 �ﾙ[99�/����ﾔ俯S｣���

各月1ji8 ���硬式塩頚部 劔�� 劔�� 剪�劔 �� 

柵且 劔劔劔�� 

管砂野高校 劔劔劔� �� �� � ����

8月ー5Ea ��R�レ 俟H�OhﾌI~��5ﾈ7H6x6X6ｨ5��剪ﾗ鉉|ｨﾌ�-ﾄff｢��� �� ���-:こき.IJフトテニス ′ノ昏;符-椅∝l 劔劔��ポtJユーシ32 鞍最良 菅芝野高校 劔 侏��8�2�;:-:iJ<,:,/__- �� �� ����

木 俟H�吮�刮¥港 �//74を◆d � �� �� ��劔劔� 

.′ー__～lJAt レポリユ 劍5������鍛�辻ﾈｬ聒ｩ���)7定���剪� � � 

収ttA 晋志野蒜枚 劔亦�く)ち.～ケ ��剪� � � ����� 

8月778 仞��硬式庖球串 劔�� 劔� 剪� ��� レ �5ﾈ7H6x6X6ｨ5��7ﾄ畑8h�ｸ5h8�92�.(��T��'�ﾆ)nﾉVh騎�剪�'fLilこ召 亦�uｲ�劔劔劔 剪�

土 况ﾈ�､(�Y[��劔 弔b252�劔��剴ﾅi十 9 ��

フトテニス 劔劔劔劔)ｨ磁��

野 劔 剪�

二重重奏 習志野甫 刪ﾂ 剪�劔��

BAliE) 嶺"�硬式応等称- 劔�� 劔劔�� � �� �� 

=丁;;奉 I 劍5や����劔劔劔 �� ��

酌繭 剔� � 劔劔劔� �� ��


