
船橋校舎施設使用確認表(テニス場)
日 况ｩ?｢�団体名 ���8 �2�D 燃�ド �.r�H 白�J 

3月一日 �7��ソフトテニス �� �� ��B:00-18:00 涛｣��ﾓ�Ε��� �� 

レボリューション �� 撞謄��ﾓ�Ζ�� �� �� �� 

硬式底坪革製.__ ��F � �� ��-汀p,plJ. 俯Xuｹuh爾ﾉ'池��

菅志覇高校 ��F � �� �� �� 

教鞍A �� � �� �� �� 

3月2日 燃��ソフトテニス �� �� ��○;00-18:00 ��ｳ｣��ﾓ��+���� �� 

レボリューション 涛｣��ﾓ�Ε���9:00～18ニCO 涛｣���蔦��+����9:00-18:○○ �� �� �� 

凍式血球伽(BE) �� �� �� ��○:00-18:00 涛｣��ﾓ�Ε���9:00-18:00 

y志軒ホ故 �� �� ��ｳ｣��ﾓ�3｣��� �� �� 

叔tJL �� �� �� �� �� 

3月38 佇��ソフトテニス �� �� �4r�]b�事の車 用不 �-���(�ﾅ���� �� 
レボリューション ��9:00-18:00 �� 劔 陳� 

硬式虎Z*琳(牡): �� �� 劔 刹�..ニー 

軍事野市硬 軟tA 唸ﾖ)�｢ﾘ耳覇2ﾂｦﾆ��二i部:｣.':-lL.=:｣ � 劔 �� 

3月4日 ���ソフトテニス �� �� 劔 �� 

レボリューション �� �� 劔 �� 

硬式血球琳(牧) �� 劔� � 

菅志野高校 �� �� 劔 �,I)｢罎tﾅDﾃｵG��蜘�ｦ謄｢�

htA �� �� 劔 �� 

3月5E] ��R�ソフトテニス �� �� 劔 �� 

レボリューション 涛｣��ﾓ�Ε��� � 劔 �� 

硬式血球琳(駿) �� 涛｣��簽��ｳｨ�ｸ�ｲ� 劔 ��___..LR,I蔓乏しここ. 

y志野X枚 �� �� 劔 �� 

#tA �� �� 劔 �� 

3月6B 冦��ソフトテニス �� �� 劔 涛｣��ﾓ�#｣��� 

レ示l-)三二シヨン 梗衰血球W(蛎- 綴坪耳而��ｸ��ｴ2�8:00-l8:00 �71- 劔9:00.〉I石:00 鳴�ﾂ� 

重義呑*療 �� �� 劔 �� 

叔■■ �� �� 劔 白� 

3月7日 仞��ソフトテニス ��

レボリューション �?ﾈｧx韋ﾋ��%ｩ�X6r�
硬式点呼88(駿) 

習志野高校 

#+A 

3月8El �7��ソフトテニス �?ﾈｧx韋ｧb�%ｩ�R��
レボリューション 

革革垂革部虹二 軍重野ホ埋- #+JL 

3月9El �?｢�ソフトテニス �� �� 啜ﾈ��8)uX,G�8$ﾂﾖﾄ｢�� 售ｦﾇDﾂﾂﾃ｣｣､ﾃ｢ﾙ)｣､�� 涛｣��ﾓ�Ε���9:00-13:00 

レボリューション 涛ｳ��ﾓ�｢謄���○:00-18:00 �� 劔 �� 

硬式JB球88(故) �� ��ｳ｣��耳耳璽Κ�ｸ�ｲ�○:00-18:00 劔 �� 

習志野8枚 �� �� 劔9:00-18:00 �� 

BtJL �� �� 劔 �� 

3月10日 佇��ソフトテニス ��l � 劔 �� 

レボリューション ��9:00-18:00! � 劔 �� 

硬式庭球部(敬) 肇高専頼政 ��l9:甲:-18:〇〇 %'~-■rー~J,r'-J~ー~~ー1- � 僮;,ィ.I;.:.瓦強.ち.I+ (.]1: � �� 

板書JL �� �� 劔 ��

3月llE) ���ソフトテニス �� �� �-:-IL'幣紙.小 �� �7定�D｣､蔦�sｨ�ｨ��ﾂ�

レボリューション �� �� 劔 �� 

硬式点呼部(牧) ��TTi.TTか:--如りi � 劔 �� 

習志野高校 儺Ti.TTか:--如りi �- 劔涛｣��ﾓ�Ε��� 

教書■ �� �� 啗"ﾒ粳di�ﾘﾈｳ���襌���J=ゴミ璃LTT,:IbFf.七､ やT= 用不 討ﾂﾖ彦"ﾆﾈｬ8*ﾘ��*停��ﾂ���"� �� 

3月12E] ��R�ソフトテニス �� �� 劔 塔｣��ﾓ�Λ=9Tｨ�"���ﾕ��Ε���

レボリューション ��ｳ｣��ﾓ�Ε��� � 劔 鳴�

硬式虚呼称(牧) �� �� 劔 ��

管志野7k枚 �� �� 劔- ��ｲﾒ�

鞍■■ �� �� 

3月13日 冦��ソフトテニス �� �� 劔 ��ｳ｣��ｧiH咽i�8ｮﾃ��ﾓ�繝｣���

レポリユーシf′ ��9:00～18:00 �� 劔 ��

硬式庭球鰍牧) ��-A.-一､,■- ��-∴､り-,.1:).り 劔 鳴�

習志野高校 ��I � 劔 �� 

教職■ ��I � 劔 ��

3月T413 仞��ソフトテニス ��I � 劔 鳴�

レボリューション ��9:00-18ニ00 �� 劔 �� 

硬式庭球部(扱) �� �� 劔 �� 

習志野高校 �� �� 劔 �� 

載戟A �� �� 劔 �� 

3月15日 �7��ソフトテニス �� �� 劔 �� 

レボリューション 涛｣��ﾓ�Ε���9:00-18:00 ��劔 �� 

硬式庭球部(敬) �� �� 劔 仞8耳蕣B粐粭停ﾖbx�蔗ﾈﾞﾂ褪驗brﾈ蓼v�籘'"粐�

晋志野高校 �� �� 劔 ��

鞍tA �� � 劔 ��

3月16E3 �?｢�ソフトテニス �� �� 劔 �� 

レボリューション 唐粤��耳示ﾄ｣｣���9:00～18;00 �� 劔 �� 

捷武並呼称(早) ��i9:00-1B:00 �9:00-18:00 劔 白�ﾂ�

甘志Ff木坂 ��1 � 劔○:00.-柑:∝I 鳴�

救■A ��I � 劔 姪�3｣��ﾓ�Ε���

3月17日 佇��ソフトテころ レポリユ-シ⇒_> �� �� �� �� ��種衰東棟部(政) �� �� 劔 ��

習志野高校 �� �� 劔 ��

#tA �� �� 劔 ��

3月18日 ���ソフトテニス �� �� 劔 ��

レボリューション �� �� 劔 �� 

硬式庭球部(敬) ��I;灯'竿..'{弐L.7.7'T I.～..: 唯sｶ��粡�vﾖDX��猷-芯ユ-,∃ 劔 ��

習志野高校 �� �� 劔 涛｣��簫��Ε��� 

数准ji �� �� 劔 �� 



船橋校舎施設使用確認表(テニス場)
201 4/2721 ･＼

日 况ｩ?｢�団体名 僊 �"�C 韮�EIFIG 僣 白�J 

3月19E] ��R�ソフトテニス � �� �� 淋� �� 

レボリューション � ����� 白�

梗蔓一 晋志 乂hｧhｿｈ�"��ﾔHﾘ(ﾕ｢� ��9.00-18:00 ��� 白闔ｨｨXﾖ(ﾖ)�ｳ｢篦�ｦi?�6ﾒ�
l 

載牡A � �� ��� �� 

3月2DE) 冦��ソフトテニス � �� ��� 涛｣��醺�Ε��� 

レボリューション � ����� �� 

7-､.-し-,.諾舛rr-).､†i-.､1..1--敬.i-i.. � 剴｣�醺�� ��

習志野高校 � 亦���� �� 

叔耽A � 白���� ���

3月21El 亦�ソフトテニス � �� ��� 塔｣��ﾖﾄ#｣��� 

レボリューション 凵�;00.-18:∝ー 涛ｨ�ｸ�ｴ蔦��+���� ��� �� 

g!或血坤や(♯) 甘志好古枚 剳高ｫ;那-tF*-阜'..-4 ��○:00-18:00 ��ｳ｣���蔦��ﾃｨ�ｸ�ｲ��9:00一一18:00 ��5馬脚Ll 

BtJL � �� ��� �� 

土 �5ﾈ7H6x6X6ｨ5����I � 剪� ��

レボリューション � 涛｣��ﾖcΖ�vR���� �� 

硬式庭球軒(戟) � ����JlJ. 勍軒'g:鮒や 坪+Hﾔ偃x�ﾈ5(��h��ﾉT8vｹ*ﾂﾗ"r縒�

習志野高校 � 呈壷n�罐ﾔg#��ﾘ軍�� ��� �� 

数枚A � �� ��� �� 

3月23E] �?｢�ソフトテニス � �� ��� 涛｣��ﾓ�Ε��� 

レボリューション 凵�:00.-柑:00 涛､6�ﾂ��Ε��� ��� �� 

杜或JB坤eB(牧) � ��○:00-18:00 涛｣��ﾓ�Ε���� �� 

菅志野古墳 � 鳴��� ��凵�:00-18:00 �� 

枚■JL � �� ��� �� 

3月24El 佇��ソフトテニス � �� ��� ���

-Gボー 琴_式 晋志 貯��ﾘ5h8�92�､�ｧe�逢b��nﾈﾘ(ﾕ｢� �� ��剪� 

I- �� 停鵤鶫)xﾚ9�HﾄDﾂ粨耳爾罐｢ﾈ爾��簫苒�7僞��處r��� �� 9:00-18:00 ��

枚■JL � �� ��� �� 

3月25B ���ソフトテニス � �� ���-�������菱��ﾇ���������2��r���r粐� 白�

レボリューション �9-00-lB:00 ����� �� 

梗式応呼称(峻) �#t.Ii3:kg 偬�ｧ�ﾒﾒﾒ粐��tJtE,り,-:心LUJJ 涛｣��ﾓ�Ε���� �� 

習志野7B棟 � �� ��禦傭用車. .∴→.I-い.1-I-い-.i,I � 涛｣��闔ｨ耳�｣｣��� 

載■A � �� ��� �� 

3月26E) ��R�'ト~~ス � �� ����� ��

レボリューション �9:00-18:00 涛｣��ﾓ�Φ��� ���9:00-18:00 辻�I l 

捷式応呼称(牡) � �� 

香春軒ホ枚 � �� ��

救l一■ � �� ��

3月27日 冦��ソフトテニス � �� ��� ����ｳ､�ﾈ���Ε��C謄��ﾓ�Ε���

レボリューション � 涛｣��ﾓ�Ε��� ��� ��I 

L-Jtlノ改.p､(L' ����� �� 

習志野高校 � �� ��� �� 

せ■■ � �� ��� �� 

3月28lヨ 仞��ソフトテニス � �� ��� �)ｩ'D�6��

レボリューション � 涛｣��ﾓ�Ε��� ��� �� 

硬式庭球部(駿) � �� ��� �� 

9:00-18:00 ��
菅意痕L*鎗-I � �,h��� ��

敬一｢ � �� ��

3月29日 �7��ソフトテニス � �� ��� �� 

レボリューション �9:00-18:00 �#｣��ﾓ�Ε�������� �� 

硬式血球88(敬) � �� ��刄m′よう■- ��ﾙ�ﾘuｨ��ﾂﾈｽX耳ﾜｲ�

習志野高検 � �6�5�｢ﾒ釐�ｶﾄﾅ���ﾓｨ���ﾂﾘx�苒ﾃ�����9:00-18:00 �� 

教書A � �� ��� �� 

3月3○El �?｢�ソフトテニス � �� ��� 涛｣��ﾓ�Ε���9:00-13:00 

レボリューション �9;00-18:00 塔｣��ﾓ�Ε��� ��� �� 

梗式虎坤鰍牡) � ��9:00-18:00 �#｣��ﾓ�Ε���� �� 

習革野市gE 故JkA � �� ���9:00-t8:00 �� 

3月318 佇��ソフトテモネ L/-ボーji-シi~シ � 窒��� �� 鳴�

9:00-18:001 � 剪� 

硬式虎球部(牡) � 姪謄��ﾓ�Ε����� � 鍔�)ｨuｹU未籏"�

菅志野高校 � 都｣｣ﾗ#･Fb����� � 涛｣��ﾓ�Ε��纉｣��ﾓ�Ε���

赦■■ � ����� ���


