
船橋校舎施設使用確認表(テニス場)　　　　　　　　　20'4/7/25
日 况ｩ?｢�場所 ���B】C 劔韮�凵ｸ 劍,r�������ｲ�狽�僮 �1J 

8月1Ej 仞��ソフトテニス �� � 剪�� 剪���������8伽-18,脚 剿m9iO8-A-18:00 
レボリューション �� � 剪�� 剴3���ﾓ�Ε����謄��ﾒ�����C��｢���� �1 

硬式庭球部(敬) 冰�.ﾘ�ｳ��軸JrO0-1帥l柵-l抑 劔汎�ﾔ��� 剪�����｢���� 冓 

敬も長 ��】 劔��� 剪����8����� 劵 

8月2日 �7��ソフトテニス ��劔劔劔剪�弼H�ﾄ｢�
レ'､fユーンヨノ ��劔��劔� 

硬式庭球部(敬) 劔剴ﾕ�ｲﾒﾒﾄﾘ蒔Bﾒﾘ6ｨ�ｲ�劔� 劔般Hﾋrﾓｲ�

教草魚 ��劔��劔� 

8月3日 蔦ぺ6��~t}フ軽予算束iL=~三一≡ �� �� 劔刧`- 劔劔��劒Xur�
LJポリユーシ享シ �� 劔劔 剪���剪�劔 

硬荒淫球部J#). ��� 劔��劔 ��剪�劔 僮.-=- 

載浪漫∴ ��� 劔�-2ﾈ�3�ﾕ���6ｨ蕀g靂ｨ,bﾉd��,2ﾒﾘ耳蔘ｳｹdΥﾂﾓｹ*｢ﾓﾙ�y.h��ｨ鬚�劔_h､(㌔ 唳?�xｺｸ6ﾘ6ｨ�Rﾘ耳蕀�(ﾇx�9NY¥�*c�ﾘ�ｲ�劍�8+)?�蕀�｢�劔 

8月4日 仂r�ソフトテニス レボリューション �� � 剩��� 剪����?��2ﾒ���ｳΕ������ 僮 
9:00-1 ��冩�ﾓsΕ���儉9:00-18:00 剪�� � � � 剪���｢�

茸紺) �� � 剪�� 剪������'���f���剄ﾗ71嘩妙■妄由氾-増加 

数枚鼻 �� � 剪�� 剪�������� 冕 

8月5日 ���ソフトテニス �� � 剪��9:00-ー8:¢B 劔.c謄��ﾓ�Κ�ｸ�ｲ�涛ｨ蛤���友#｣������ 冓 
レボリューション �� � 剪�� 剪�����祷4｣�ﾓ�Ε���� �!9:00-18:00 

硬式虚球部(敬) ��ﾈﾏx爾�株僻__坤-l岬! 劍ｩ��ﾓｩwﾒ�仄潰'CC��� 剪�������� 冓 

数戦且 �� � 剪�� 剪�������� �7 

8月6日 ����ソフトテニス �� � 剪�剞臧=l如め 劔h���ｷI'r�版�幄�����｢粳�r���� 凵z 
レボリューション 励偵��ﾓ�� � �#｣��ﾓ�Ε������ 剪�������� 冓 

硬式庭球鰍駿) �� � 剪�� 剪�����乂ﾈ�(､�｢ﾒ��850g.一事一鍵 刄`.蜘-i細 

赦鞍点_ �� � 剪�� 剪�������� 剌� 

8月7日 冦��ソフト予とス �� � 剪�剋ｲ殴ヤー繊 剪ﾂﾓ蔦ｳ��ﾗIt��涛｣��ﾒ�緬XﾅD����� 兌 
レボリューション �� � 剪�� 剪�����涛｣��ﾓ�Ε���� 凵[帥0-18:00 

硬式庭球鰍駿) ��ｲﾙ5霄ﾙ[｢�軸外L:.轍や鱒､ 剞ﾓ-,二.-:掛鰍 劒H���Kc��jﾗ粐�� 剪�������� �1 

数枚鼻 �� � 剪�� 剪�������� 僮 

8月8日 仞��ソフトテニス �� � 剪��9:08-18:0019:OO～柑;0 劔��謄��ﾒ�����ｳ������ 凵z 
レポIJユーシヨン 涛｣��ﾓ�� �9:00-18:00 剪�僮 劔������� 凵z 

硬式庭球部(戟) �� � 剪��1 1 劔����俤rﾓr鞏r�剪試ｲ-_ー由ぬt蛸-.t軸 

教鞍鼻 �� � 剪�� 剪��������1 

8月9日 �7��ソフトテニス �� � �%r粳tUﾇ�(ﾜ�xｼ�丨7�6｣ｲ�劔教職鼻-.れ~ i3;i)0本:-メ 18_:_06~-:､~;i 冕■.■, 道L��"�儷伜ﾒ�'ｨ*ｴ�ﾓｷ�耳爾�冩Rﾘ���鞜r��Hﾌぴﾘ耳而�耳爾�僊-9-._ � � 
レボリューション �� �� �� ��劔�� �� ��佇8ﾋ芥ｹcｲﾓｩ�籀����� �� 剋ｬle義薮も-/≡ 

硬式庭球部(敬) �� �� �� 冕���ﾈ(ﾆBﾒ篦ﾂﾒ�劔� �?�?�ﾆD｢�傀���J2����� �� 剽^"-5濫一一一 

教職員 �� �� 坪�宛ﾘ+Rｲ���ﾈ耳耳���ﾈ���8�R�劔��Y�佖�豫��ｩm�|�8曲ｶ��剪��1 ��+ � 

8月ー0日 �?｢�ソフトテニス レポリユーシう､ ��Y頭,:.-㌔ �� � 剽GBﾒﾖ梯ﾒ�紳鞍;{ 13J=08やlJ8 � ��劔白隰霹I�霾%���ﾚHｩhｮﾂ�劔一軍'桜､欝､ -,琴こ■ 
･､ノ 硬敦盛帝都(蘇)I_ ��I_葦一姫 �� �� 劔剪�劔�+8ｵ韃ﾒ�停"ﾒ�Y%�*ｲ� ��A:Tr; I 

数載漫 ��畷 �� �� 劔剪� � 剪�� ��名言ー 

8月11El 佇��ソフトテニス ��至関野 �� ���� �,鶏′-JEj,j.h.-.諾敦賀-,崇<-獣G--Y,戦く揺さ 劔劔�I7y�ｲ�� ��Jミ鴬 刄m芳要Ly 
レボリューション �� � ���� � 劔� 剪�� 做���ﾍb�義 � 

頴を;--_二",_こし �� �� ����� 偃r�重義_I � 價��.�鰍ﾂﾒ��亳�ﾊｲ���� �-i+bT 短ヲ � 

8jn2E] ���ソフトテニス �� 傚�Uﾒ���莞驚､ � 佗jBﾒﾘ+2� 佩ﾂﾗ��剪������ ��b�勍h}BY--_- 資-㌔ +- 
レボリューション �� 傲ﾂ��� � 嬬I���劔��討ｸ自?�v"ﾉUﾉ�jH��ﾔ蔦2ﾖ辻��劔 ����る&��

硬式庭球部(敬) �� ��劔･ミ �(ﾜ�� ��� ��冓yLﾘ袵�冰�傀�ﾇ��剪��+ 

載鞍点 �� ���8x�R���� � ���-+ 魔ﾙ�ﾘ�8爾x.�����儖ｨ��5ﾘｶ��8+8ｩb�僊 亳9J�9~ﾈｶ���

8月13日 ����ソフトテニス �� �� �48���涜 ��宗一 �,Hv��笥腎 ��� ���+2ﾘｽY¥��乏ﾖ訂L�&ｨｽ或R�� �� � 
レボリューション �� �� �� �� �� 佗�rhｽh鈔��ﾈ���� 遁���jB������ ��+ � 

硬式庭球部(敬) 劔 �� �� �� ���<う【.し ������� �2�蛋 

教職員 � �� �� �� 壷yy�ｸｩ��_)=莞 �8����e�珵X+�.蟹%r�劍�h����や���刎h,ｨｪﾘ･x*ﾒ��X�2�� ���� 

8月148 冦��ソフトテニス ��1ぎ琵雪雲謂 �� ��慕 �� 定ﾅ�Jﾒ� ���,拷 佛(鉱G簫�津2ﾙ&��抱ｭ*B謫ｨﾇ或Xﾅ2�� �� � 
レボリューション �� 侏�� �� ��箆 ����剪������ 調�鷲 

硬式庭球部(敬) �� �� �� ��キ 版�� �*ﾂ�泣蔓L+ � ���8ﾈﾌ騷i<R�+Xﾅ(�r���劔�- 

教職員 �� � � �� 蔦ﾈ耳ｶ2ビ� 刹aと瀧-- � 剪ﾙ�ｴﾉ�F薙｢ﾒ蝟rﾒﾓ｢ﾒ�ｺ�*｢�����r�� �� 

8月158 仞��ソフトテニス �� �� �� �� �� ��一一㌔鷲等--_諾ゝト � ����佛)UｹL��價ﾘｽb�� �� �---I-,賢覧ノ?. 
レボリューション ��唳L�*ﾒ�Vr�� �� ��+ チ) ��刹ﾏ?-'-_7, � ������� ��恕 蒜 刳�｡-<野 蒜埠 

硬式虚() � 凩����刧`. ��違. 侏��2�蓬`投 剪�亦��r�唸ｬ靫i?�[阨IyｺH�井�｢�� ��剔ﾑで 驚繋漂一戦し 

教鞍点 �---J ����+ ��+ 白粭ﾅ2���繋】~-,-統監;-一叢1監 剪�����剪� 

8月16日 �7��ソフトテニス ��_､LL～襟語学慧藩琵 �� ����� ��宴野 傲i�靈�*ﾒ�教書■鼻′ � ��-iyみ鮮 ��調ﾒ���� ��ミ召 剏d写駄′ 
レボリューション �� �� �� �� �� � � 綴gDﾃs��ｲ�ラ ����� ���� ��E8��ﾒﾒ�-;-鑑二: 

FS-3潜篭さき � 剪� �5ﾒ�俯S�yﾉOｨﾊｵ��

教敬具 ��戟 捧?�6ﾘ�%�� ��x魔uJH�ﾂ��� ������ 剩ﾄﾂｷﾒ� 剳2���� 處r� �;チ■ 

8月17l∃ 唸��?｣｢�ツナトテニス ��雇で. ��ｲ� ��溺■芋 � ��革饗最 l声坤ー 亳���o十 �� 佗鞍B�剩ﾇ�nﾉeﾗ��ﾈ��ｹﾉ9椿道Jﾘ*ｲﾒ钁�ﾒ�劔ぷ姿 刮��′qぎて~_. 
レボリューション ≡硬式遵球細微-‥ �� 况��&津ﾊJBﾒ� �)ｩ����ﾇﾈﾇ��I-A � 劔劍�h�ｷ鉅�R��TｪB�_/箪宗一さ 劍��s｢ﾓ｣ｹvh而隍8ｿ8ﾈ"�劔礼st妻 ∴二 ,i,3 剳ﾟ 

喜音色 傅ｸ*苓��6ﾒ� ��∵ヾ ,ノを. 劔･漂- 劔��--鎚J≡J㌻'JifiH;'軽'1.3/i-a 劔yR�捧Tつ�R�&�������準葦 刮T変.ニー 刄Nー′_温迄よさ 

8月18日 佇��ソフトテニス ��】 劔���9二00-1 儖…9;00-柑カ 剴��ｴ���ﾒ���ｳΕ������1 
レボリューション �� 劔��� 剪��������9:00-18:0019:00-18:OO 

書く■) 涛｣��ﾓ�� �9:00-18:00 剴謄��簽�Ε���� 剪�������僮 

､鼻 �� � 剪�� 剪�免ﾈ�ｸ�免ﾂ������ 凵y 

8jn98 ���ソフトテニス �� � 剪�� 剴謄��ﾓ�Ε����謄��簫���Η������ 冤 
レボリューション 涛｣モﾓ�� � ����� 剪�������� 

硬式庭球部(戟) ��I 劔��� 剪�����涛｣��ﾓ�Ε���� 凵z9:∞-18:00 

数我見 �� � 剪�� 剪�������� 凵z 

8月20日 ��R�ソフトテニス �� � 剪�� 劔塔｣��ﾒ���C｣����劔 冤 
レボリューション 涛｣��簽�� � 剪�� 剪��������� � 

硬式庭球部(故) �� � 剪�� 剪���ｲﾘ���白��ｨ廁�ｸ�ｹJ��劔岬-1一:QD 

教職員 �� 凵z 剪�� 剪���白���僮 

8月21日 冦��ソフトテニス ��劔剪�-_ち- ノ.二二一i_ ��.㍍_ ��剪�劔 

レボリューション ��劔劔剪�剪� 劔 

硬式庭球部(敬) ��劔剪�剪ﾒﾂﾘ+w鵤�剪� 

教敬具 ��劔剪�剪�剪�劔 

8月22日 仞��ソフトテニス ��ll 劔鳴��9二00-1 � 俣�+���ﾓ�Ζ�����謄��ﾒ���Ζ�B���冤 
レボリューション 涛｣��耳璽��8:00E9:00-18:00:9:00-18:OO 劔姪謄��ﾓ�Ε���� 剪�鳴�亦���冤 

硬式庭球部(敬) ��1 � 劍���� 剪���������.C�ﾓ�Eｲ�刳a-!柳,紗相加- 

数枚負 ��I � 剿ﾂ�� 剪�亦���｢���凵z 

8月23B �7��ソフトテニス ��劔劔寮鞍蕪三賞 1草加を■i~如 劍*偵｢�劔劔劔 
レボリューション ��劔劔剪�

硬式庭球部(敬) ��劔劔剪�� 

教救え ��劔劔剪�

8月24E3 苓��ぴ�ソラ十テニス �� �� 剪� 弔ｲ��救雷 格言治 侈ｳｦ貞��w�l��?�?�+�*ｳﾒ� �� 劔��剪� 
レポリi-シヨンl � � 劔劔ii= /JT-1 ��毒_一一二二:-.蕪′∴薄 72~′吋二一 劔��劔七 ･11.'_i 

練武慮線静徴)~1 � � 剪�儺f...ミ■. 剪�劔劔�� 

戦轍p � 劔劔��劔劔劔 



船橋校舎施設使用確認表(テニス場)
日 况ｩ?｢�場所 ���8 僂 韮�E 巴� �.r�H 白�J 

8月25日 佇��ソフトテニス �� � �� �� �� �� 
レボリューション �� � ��990-18:0019:00-18:00 � �� �� 

硬式点呼軟 冩bﾘ�ｳΛ'�� 剩#ｨ.ﾘ�ｵHﾚ�� �� �� �� 

故私見_- ��I 剪� �� �� �� 

8j弓26日 ���ソフトテニス ��I 剪� �� ��9カ0-ー8:08 ��9:00-18:00 
レボリューション 涛｣��ﾓ�Ε��� �9:00-18:00 �� �� �� �� 

練武庭球軟駿) �� � ��:-姉御- 抹�8ｺ�'r� �ｩ�x自¥�� �� 

数吸旦 �� � �� �� �� �� 

8月27日 ��R�ソフトテニス �� � �� �� ��9伽～18:OOi ��8���Ε��� 
レポrjユーシヨン �� 涛｣��ﾓ��4｣�� �� �� �� �� 

硬式港球部(敬) �� � ��･二V坤秘事鱒､; 佛ﾇ駛ﾘｴ��"� 鈴i�.(ｴ��$｢� �� 

敷浪最 �� � �� �� �� �� 

8月288 冦��ソフトテニス �� � �� �� ��8:00-18:00 涛｣��ﾓ��ｨ�ｸ�ｲ�.岬一一B:00 
レボリューション �� � ��9カ0-18:0019:00-18の0 � 涛｣��ﾓ�Ε��� �� 

硬式庭球部(敬) 唳'�i�r����8新一8伽~主軸-i紬､ 劍+3ｨ�"ﾘ蒔I-ｲ� �� �� �� 

赦暮A �� � �� �� �� �� 

8月29El 仞��ソフトテニス �� � �� �� �� 涛｣��ﾓ�����9..紳-18二〇〇 
レボリューション �� � �� � 涛｣��ﾒ��Ε��� �� 

硬式庭球部(敬) 冕h�ｳ�ﾓ���細～卿■;淋f細 劔'rﾘ自ob� �� �� �� 

教放免 �� � �� �� �� �� 

8月30E] �7��ソフトテニス ��a 十 藩主 �� 宝��WZHﾈ"頡����漱義鼻や二一■-∴Ti. ･13こ90んこ:.. .18飴ミ二一ここぺ二言:ら I.tj �� � �� 
レボリューション 蔦�,x耳磁��剪s�ﾓ邵��ﾕCﾗ仗R��� 凅ｸ8�ｴcｩ,ｸﾇﾂﾓS�9倅�｢� ��;=繁繋!-=一つ 麗嘉三一二′}まつ滋,:.: 

硬式庭球部く敏) ���ｨﾕ��ふﾚH��5h�ｴ｢ﾒ��ILI■ヽ ����hAI_ 亦��� ��

教職旦 ���� ����倩｢y7ｵ��ｩ�8自d����｣｢�ﾖ咾ｸ�9Uﾂ�/キ= ��8�5�ｨｸ罎ﾈ蕀?�蔔�ｲﾅ��Uｸｪﾒ�

8月3一日 ����ﾇｲ�～- �ｨ耳�8ｶ��y¥�ｨｹ8�rﾂ�Lr���冦x��ﾂﾘ耳ﾔ��-救畿ii:I_I/.I:;三三:/I: 1310恥十 も9､:.鮭ノ:.くミノブ �� � �� 
警急ぎ■深遠､写､,-.I-:- 坪��d��Xｿ8棈ｼ�籃�ｸ岐�剽ﾇ.7,や 做�簽｣ｶ踏�｣ﾓ｢鞴��ﾊH��簽�+)k2�ﾝYu粐ﾓﾘ���������

硬式漆呼新(掛LJ1,1 載戦泉_■~ �ｨ自~ﾘｫI}ﾈﾟR���じxvﾉ�x�9%ﾅ4ﾆﾂ�笥鐘厳義三重産滋賀 剿ｳﾘﾎﾂﾒﾕ�ｹ^h���� ��弧 


