
船橋校舎施設使用確認表(テニス場)
日 况ｩ?｢�団体名 ���(�､4､DﾄT播杯d┴uDT｢�

8月1日 冦��ソフトテニス ���ｩ.葦ｨ韋ﾋ��
レボリューション 

硬式庭球部(戟) 

習志野高校 
教職員 

8月2日 仞��ソフトテニス ���ｩ.葦ｨ韋ﾋ��
レボリューション 

硬式庭球部(戟) 

管志野高校 
数聡貞 

8月3E] �7��ソフトテニス ��

レボリューション 

硬式庭球部(敬) 

習志野高校 
教職員 

8月4日 �?｢�ソフトテニス しホリユ⊥シヨシ ��剪�棟武威呼称瞭) 

習志野耗枚 

教書A ��ⅹDi�宛����･ｩl�-ﾊHｭ(�3ｸ蓼躪蕀T迂��8ｭ(ｭ)�xﾉｸﾛx���8-ﾈ*ｹUﾈﾇﾉ<ZB�

8月5日 仂r�ソフトテニス■~.. ��亦���:9:00-18:00‡9~Ido~-1/a:価/ 劔��劔 �� 

レボリューション ������之s｣��ﾓ�Ε���l 劔��劔 �� 

室襲撃頭重⊂ ��涛｣��ﾓ�Ε���謄��ﾓ�Ε�����r 【 劔��劔 俯｢�

賓姦里鼻獲柵仙仙 ������ 剪���劔 涛｣��ﾓ�φ��涛ﾔ������Cf由�

教書A ������ 剪���劔 �� 

8月6日 ���ソフトテニス ������■甘.t由一lq;rOO'≡9;00ん18:00 劔��劔 �� 

レボリューション ������ 劔��劔 �� 

硬式庭球部(駿) ������ 劔辻�劔 �� 

習志野高校 ���� �� 劔劔� �� 

&*A ���� ��l 劔��劔 �� 

8月7日 ��R�ソフトテニス ����l ��::;Jて9<::60本′_lBニ0019p:00ん18:001 劔�� 劔 �� 

レボリューション ���� �� 剪���劔 �� 

硬式庭球部(駿) ���� �� 剪���劔 �� 

習志野高枚 ���� �� 剪���劔 �� 

教鞭A ���� �� 剪���劔 �� 

8月8日 冦��ソフトテニス ����+ �� 劔湯���ﾓ�Ε���劔 鳴�

レボリューション ������ 劔��劔 ��

革星型艶 湯��ふ�づ���湯���ﾓ�ゅ���･9rOO■一18.00 �� 劔劔�- ��

習志野高校 ����十 l 辻�十 劔劔剪�ト 

救磯JL 剪�劔劔劔��

8月9日 仞��ソフトテニス ���� ��8:00-1 塔｣��ﾘ�ｸｬ8+8帚ﾘｫ謄��｢�剪�劔 �� 

レボリューション ���� �� 剪���劔 �� 

硬式庭球部(駿) ��涛｣��ﾓ�Ε��+�謄��ﾓ�Ε����� 剪���劔 � 

習志野高校 ���5ﾗG吠{�hｶ�If�蓼ﾘh��ｺF｢��� 剪���劔 �� 

教職鼻 ��鳴��� 剪���劔 �� 

8月10日 �7��ソフトテニス ��剪� 剪�劔� ��

レボリューション ������豚弊轡申 ;-こ,-.-:,*∴{ 剪�劔剪�

硬式昼墜些些〟 習志野高校 数特長 劔u鵤ﾘ+�+�ｨ蕣JJHｹｸ��蔘8.�-ﾘ��6�4vﾂ������剪�劔剽ﾚH�ﾂy/zC�ﾒ�

､～:_-lLだ漆～怒gj_登■r二 剪�'J 

8月11日 �?｢�ソフトテニス ��剪ﾖ蹈"����i 唏���羌｢�X帽奉r�唸蔟�ﾉu�sｲ�剴ｲﾒ鞋ｳｲ鵯B����勁､丸､ン' ;:::寮懲Li蔓, 号でbttf､ ��ヤh逢iくれ､､ 

レボリューション ��� 剌ｭ一一妄㌢二イ一秒 劔劔剿��9?�蕀w)�蟹}�7��8ｪｨ+�� 

硬式庭球執政) 劔 ���B簫�� �ｨ而ｸ�"ﾚH6ﾙ�����劔劍-ﾉDｸ蓼��ﾜ�ｹ?�蓼蔗�)､も㌧ 環産::.:葺き::-;､ごぎー等 

管志欝高枚 ��劔 剪���� � 定v2ﾔ板ﾚH+�*ﾈ,iuYJﾘ倬��-咤�

救耽A ��劔を ��剪�� 劍鷓Uﾈﾇﾈﾉｹ?���ﾃ｣�ﾘ�2�

8月12日 佇��ソフト芋とズJ~′~∴J'/-I ��劔 劔劔劍���hvｸ���

しホリユ-i'3ン1★ ��劔 劔劔汚毒 剪R�∵■∴∵∴. 

運樹_mー 管秦野奉枚 数放免 ��劔汝､､と､､､一群駁索婆縦当1,2,､莞､,;ン-ら:--～-~一三､､､で′ 劔劍ｸﾓｳｨ�"� ����

鮎き…f/;.-i滋tIll深警､,…､､…;芸′…三､､賢;,≡.;さ.､J,ii二{-S/i;:_.:<i,=.ふ:;iii.:;;濫造ノ1.,=奴(,liiJ二ノ,,湖心 机{､ミ~禁と甥､:-料?xf二郎､繁:1--:.子慧済努宍-;:';' 劔��� 劔 � � 

8月13日 ���ソフトテニス �� 剪� 劔剪� 凩��凸H5H7ZJB�Tﾂ$｢��

レボリューション ��劔劔剪� 

硬式虚呼鈴(敬) 習志野高校 ��剪�劔劒Hﾖﾃﾂ�翠 ��･やく､→､､ 

教職鼻 鍔��篳���Hｸ亂8*ｹd�｢ﾂ�4ﾆ｢��茱�｣�c�5�fvvｦvw√y_fｦｲﾖ�&ﾘ������&���騙ｮr�劔� 劔��

8月14日 ��R�ソフトテニス �%zJJJJJJGBxｨ*JH菶HﾝX蕀[ﾈ������隗ﾈｬ�ｽ亶)�H�ﾘ��JCｳ��r�劔 儉JiL/ 侈ﾊH��,Bﾘ985�*咤�6ﾘ4�h5sｨ敬.*Bﾒﾄ頭H+�+�ﾃｹ}�ﾔb���唔?�爾�剪��(奉�

レボリューション ��駭ﾉ�2ﾘｹ兌从ｸﾟBﾘｦY�ｲﾒﾒﾈﾝX+8,鶫��eﾚHｼ����饂械ﾒ鞴�4�,h,I�虻*H8�+x+:I?�Hv�eﾘﾔH�5�I�H劍ﾎｸ,hﾝRﾓS8vJH���劔剪�

F1 兌韋hｩi9佻i�yJﾘ蕣H��UId#ｸﾌ�,餤ﾘ�8+B�剏w簿-riを奨詔 ��勍ウシや- 

習志野高校 ��刄VヂT.㌔-)-:-,:;:i;1,7;;.きた ��� ､､琵欝名､､表索響き.‥∫_ �� ��>f′､三 

教職A �����I7�ﾈ5i�ｩJ�(放E�i�つﾂ羣ﾇﾈ+�｣ｪH�芥�ｳｲﾂ�X自?����剪���辻ﾆ豚����?�蕀�ﾆ津ｳﾂﾃｧ姪｢ﾂ�停ﾒ�

8月15日 冦��ソフトテニス �Xｻ��JE�hﾞX.�鞴�｢� 刄G;.- ���� 劔 ��簸ミニ､ 劔_､∵十∴ 

レボリューション ��祈 � ��定�����う､､_/,V 劔追�ｧB�

エp � 剪��� 劔 �� 

習志野高校 �4ｸ�J��消 � 仭8ﾅ%�ｺJI�ｸﾄﾙx�?�爾ｸ�E��+(,H6ﾒ�� 劔咼ｨｸ4･��7駑�｢�*ﾘ-ﾉ�ﾂ�� 

教職JL �?�F��jIW闔ｪJH鞣� 勍1､ま､､桑城､キ′､㌧遠去､ ���� ��
､必 ���� � �� 

8月16日 仞��ソフトテニス 哦&仂�dh棠L佗�ﾔh蔗�二J/<7号:琵誓撃夏′漂碧.:ン~ 凾ｫれ_ソ-i-㌢y-:- ���� ��7sｲtｧDｦﾂﾔｦﾆb&fﾂsﾃﾓﾈ,H��､���� 陳w荀ｨ+�� 亦ﾒ�

レボリューション 式庭球部) ��- � ���� ��� 貌B��

P �*穐hｩjJHv(ﾊｹ��� 劔剪�� ����

習志野高校 勍懲類≦プ､毎 劔劔� 

教職A ��劔劔剪��-'gY, 定ﾔ�6ﾈ���

8月17日 �7��ソフトテニス ��劔終戦革∴: 伯;J鵬㌫ー蕗一 凾竄� -:,r ■;～ 冰)�Y�蕋�劔剽ﾒ�ⅸ爾�+�俛(���｣｣ﾆs｣�ﾃｨﾋ鶇焏ｸ咤ﾘv�� 

レボリューション ��劔劔劔刳ｭ三鴬嫁幾津三言､ 

硬式庭球部(戟) ��劔l､4.., ≡.…主産索 劔劔刮詞ｫ妻黒鉛 ��員ﾈ��･1戦､､ 

習志野高校 迄�8蕀}閏){な-ﾇ騙駘�H爾ﾖ鐙8(�ｸﾜゅﾊF�8H4鵐｢�劔劔劔勍や<､ナ教∴-‥〉､手㌘与さニ≦ ､篭丁､､_A )㌔-や<_ち 佇(��s･胃X.撞ｨ.r鵯H耳蒔B�

##A ��劔劔劔剪�

8月18日 �?｢�ソフトテニス �� 琳ﾂﾔ��僮,～;照覧 剽Fﾄ｣｣､ﾈ���ﾒﾖﾅ｢�� 蔦｢繦�dﾈﾋ竄��剴]､､で獲怒三;31=:5,7ミ≧戎芝 ���7禮ﾆ緯育�,Xﾄ�9謄｢ﾓｳﾈﾝ�-R�+��･第1:､湧'汐三㍍､㌔∴ 

レボリューション ��劔劔劔� 

硬式虚呼舟(戟) 劔儉冬.-/- 劔剪�

習志野高校 ��� �� 劔劔剿ｶ等を露_き茂寒さ譜表鞍1二㌢:;絆.ち}:ヰ◆え~､L弊ゝ 

せ■ ��� �� 劔劔�'')～卓′~ミゝが</,.ノ譲祭三､三業ー!､;;Y_仲､∴二 



船橋校舎施設使用確認表(テニス場)
日 况ｩ?｢�団体名 僊 �&ﾆ2�韮�E 巴�僭HlⅠ1J 

8月19日 佇��ソフトテニス- � �� ��~二〇198ん1峨BO~ 汀坪��/��u#ｶ"緜｢�� � � 

レボリューション � �� ��【 劔 

筆革摩耗轍呼号 等秦野革軽 舟■■ � �� �� 劔 
-8:.(袷-柑:00 �� ��ｲ�剪�

】 劔 

8月20日 ���ソフトテニス � �� ��,9/:dOん柑:00J∴9壬OOふけ:oO 劔 � 

レボリューション � �� �� ��� 

硬式庭球部(醍) � 涛｣��ﾓ��+���� 涛｣��ﾓ�Δ頴ｲ� ��� � 

習志野高校 � ��｢���～ 劔 

教織鼻 � �����l 劔 

8月21日 ��R�ソフトテニス � ��1 �� 僖�Ch.#��"��"ﾒﾒ��r�僮.軒妙んt8--沖Op,■_. �� 

レボリューション � ���� ��� ��

硬式庭球部(戟) � 姪謄��ﾓ�Ε����� ��� 

習志野高校 � �� �� ��� 

教聴鼻 � �� �� ��� 

8月22B 冦��ソフトテニス � �� ��三9,-.:00キー8-:OQ; 唳�r���ｦ簽�*H�ｹ4豆��� �+.+ � 

レボリューション � �� �� ��� 

硬式庭球部(敬) � 涛｣��ﾘ�ｳΕ��� �� 劔 

習志野高校 � �� ��1 劔 

敬称鼻 � �� ��】 劔 

8月23日 仞��ソフトテニス � �� ��〔-9:OO,一時淵) 偵Κ帚ﾓ�づ･���� 

レボリューション � �� �� ��� 

硬式庭球部(戟) � �� �� ��� 

習志野高校 �9;OOキ柑;軸三 �� �� ��� 

教職員 � ����【 劔 

8月24日 �7��ソフトテニス � 劍ﾙw�ﾘ�ｲ�救畿発~ノノ､.-. ?I;_010㌣称OO :/-<イ 處rﾙ�ｧ簽xﾊｨ爾�剪� 
レボリューション � 

硬式庭球部(敬) 劔劔劔冓_㌣､､ 

習志野高校 刪熙､碧掻奏三宅.を;;∴ここ 劔劔� 

教職員 劔刄m_ノダ_ 

8月25日 �?｢�ソフトテニス � �� �� �rﾒﾘ耳耳ﾜｹ?�｣､謄ｸｫ��凵c､二､■一対こ二㌦ 亦� 刄�ー止､1一､ 

レポリユ-シヨン � � ��む00-相手やq 劔僮-i-+?=£{､､守､←､:旨-/-も＼三ンくi, 

硬式慮球鰍敬) � 剪�劔 � � 

習志野高校 � 剪� ��劔◆､ニ～､-二一-;ふ-:iと:--7,: r*+< 僊--､ナ∴r 

赦戦JL � � 剪�� �,/､､小､-. � 

8月26日 佇��ソフトテニス~J■:ノ~'- � ���� ��� 

レポ 硬式 習志 わー �8ｨ8i)ｨ5h8�92�ﾖHｸXﾊ竄ﾘｮr��nﾈﾘ(ﾕ｢�|r� ��� ��

+ 剪�

8月278 ���ソフトテニス � �� �� ��� 

レボリューション � �� �� ��� 

硬式庭球部(敬) � 涛s��ﾘ�ｳΖ�� �� ��� 

管志野高校 � �� �� 劔r:?:､芸-'駕汚:_:潔著を 

教取A � ���� 鳴�� 

8月28El ��R�ソフトテニス � �yWiuﾙ)ｧ�8や��X橙ﾒ���ｵ����ﾕ�� 劔f] 劔 
レボリューション � 劔劔 ��� 

硬式庭球部(敬) �8′29 劔辛 劔白��｢�� 

習志野垂選__ 教職艮 

8月29日 冦��ソフトテニス � 劔 劔 ��� 

レボリューション � 劔 劔 ����� 

硬式庭球部(駿) �! ���� 劔 � � 

習志野高校 � 剪�- 劔- 勁一----十py �- 

敦林見 凵z 剪� 劔 ��� 

8月30El 仞��ソフトテニス � �� �� 劔 涛｣��ﾓ�Ε��ｮﾉ'Hﾌ韋(+8,Hｨ(ﾜｸ�ﾂ��5;;影抑-紬!oo/ 

レボリューション � �� �� 劔 ��� 

硬式庭球部(敬) � �� �� 劔9:00-ー8:00 ��� 

習志野高校 � ��ﾂ罔ﾄ��倅�+9k)-ｸｬ佝��L�� 劔 冽Hﾝ穐ﾙL�ｮﾊHﾋﾘ7�7鶇蓼�B�� 

敦職長 � �� ��I 劔- �� � 

8月31日 �7��ソフトテニス � �� ����剪�

レポリユーシ£′~ 劔剪� ��

硬式庭球部(敬) 劔剪� ����

習志野高校 � 劍��?��8ﾘﾘﾝRﾈﾋ����

教職且 � ��辻���剪�


