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日 月 火 水 木 金

サブアリーナ
⑥クラス

バスケット基礎

バスケット基礎 ボール運動 基礎運動/バスケ基礎 スポンジテニス

⑥クラス ①・②クラス ⑥　サブアリーナ ②クラス
サブアリーナ サブアリーナ ③　会議室 サブアリーナ

バスケット基礎 スポンジテニス スポンジテニス/バスケ基礎

土

サブアリーナ はつらつ体育館 サブアリーナ
⑥クラス ②クラス ④・⑤クラス

バスケット基礎 ボール運動

ボール運動

サブアリーナ サブアリーナ サブアリーナ

バスケット基礎

サブアリーナ サブアリーナ サブアリーナ サブアリーナ
⑥クラス ①・②クラス ③・⑥クラス ②クラス

器械体操/バスケ基礎 ちゃいすぽクラス

サブアリーナ サブアリーナ サブアリーナ

多目的ルーム
⑥クラス ①・②クラス ③・⑥クラス ④・⑤クラス

卓球

サブアリーナ サブアリーナ サブアリーナ

土

メインアリーナ はつらつ体育館
①・②クラス ②クラス

月 火 水 木 金

①・②クラス ②クラスバスケ：サブアリーナ

④・⑤クラス ①・②クラス 幼児クラスのみ ②クラス
ちゃいすぽクラス 基礎運動 器械体操 器械体操

ひみつの特訓塾
開催要項にて
ご確認ください

④・⑤クラス ⑥クラス
バスケット基礎ちゃいすぽクラス

器械体操 ボール運動

多目的ルーム サブアリーナ

フットサル/バスケ基礎

サブアリーナ
④・⑤クラス

多目的ルーム
④・⑤クラス

ちゃいすぽクラス

TOOAスポーツクラブ　  連絡先：0120-566-446

サブアリーナ
③・⑥クラス

ニュースポーツ/バスケ基礎

多目的ルーム
②クラス

基礎運動

多目的ルーム
②クラス　18:10～19:10

器械体操

はつらつ体育館

ボール運動/バスケ基礎

多目的ルーム 多目的ルーム

サブアリーナ
③・⑥クラス ④・⑤クラス

多目的ルーム
④・⑤クラス

ちゃいすぽクラス

幼児：メインアリーナ

別日に振替を
お願いします！

多目的ルーム
④・⑤クラス

ちゃいすぽクラス

サブアリーナ

バスケット基礎 ボール運動

サブアリーナ 多目的ルーム

⑥クラス ①・②クラス

日

④・⑤クラス ⑥クラス ①・②クラス
バスケット基礎 ニュースポーツ

器械体操

フットサル

④ 幼児クラス ：16：20～17：20

⑤ 小学生クラス：17：40～18：40① 幼児クラス ：15：40～16：50 （水のみ）

② 小学生クラス ：17：10～18：30

キッズクラス（水・金） チャレンジクラス（土日）

※ キッズクラス：多種目のスポーツを行います。 チャレンジクラス：基礎・器械体操を主に行います。

キッズクラス（木）

③ 幼児クラス：14：30～15：30

◆ 12月・1月の予定は、11月中旬にお知らせします。(^_^)/

注： 教室日程・内容は変更になることがあります。

⑥ 小学生クラス：17：20～18：40

バスケットボール

基礎クラス（月・木）

１０月

11月

★ おしらせ ★

◆ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、教室の日程,内容等変更に

なることがあります。ご理解をお願いします。

※お願い

10月・11月は日程の変更・開催場所の変更などが多くあります。

お間違えの無いようご確認をお願いします。

ご不明な点は、コーチへお問い合わせください。

10月教室分

11月教室分

10/24・31 は11月教室分

★ ひみつの特訓塾(第3弾)開催 ★

～ なわとび・ボール運動 ～

幼児クラス：9:20～10:20 小学生クラス：10:30～11:40

サブアリーナ 苦手なこと練習してみよう～！

★ 土日 チャレンジクラス・ちゃいすぽは、10月に11月分を予定しています。

★ 11月の金曜クラスは、はつらつ体育館が多くなりますが、変更になることもあります。

★ 11月の木曜バスケクラスは、4回の参加の場合は月曜日へ振替をお願いします。

11月教室分

※お申し込みはLINEから！

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1474129876/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdHJhaW4uY29tL2ltZy93b3JrLzIwMTYvaWxsdXN0cmFpbjEwLXRhaWlrdTA0LnBuZw--/RS=%5eADBTUgnhCy0SZJt3g5SUcxd.h6glBQ-;_ylt=A2RimVFUHtxXtj0A70iU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1474128926/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9mcmVlLWltZy9mcmVlLWlsbHVzdDM3NTMzLnBuZw--/RS=%5eADBILuN3YExZ8bISTPubAHWyx3kl3Y-;_ylt=A2RimU6dGtxX43cAPBiU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1474129807/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50cmlhbmdsZS1jLmNvbS9rb3V0b3VrdS9iYW5hL1AwNjlfMTRBLmpwZw--/RS=%5eADBuGC4_dCR7Tfhemtv6aR6L64koCA-;_ylt=A2RivcAOHtxXDi8Azi6U3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1474128809/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHBvcC5jb20vaW1nX2lsbHVzdC9zY2hvb2wvZ3ltX2EwNi5wbmc-/RS=%5eADBGQz6L6cn2TfL80UxWpvCSaJkPDg-;_ylt=A2RimVAoGtxX.gcARgOU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1506653095/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL215ZHMuanAvY2xpcGFydC9zcG9ydC9iYXNrZXRiYWxsL2EvZDEuZ2lm/RS=%5eADBn.0XdWcIB6g1I9lX9NI_wLiu874-;_ylt=A2RivconYsxZi3UASAKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1506653176/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC9pbWcvMjAxNTA1LzMxbC9nYXRhZy0wMDAwNTc2My5qcGc-/RS=%5eADB6ECDtP8h4Ec5MqcTKAp7woEyQ9g-;_ylt=A2RiouF4YsxZGCwA3S.U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1506653176/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ZyZWUtaWxsdXN0cmF0aW9ucy1sczAxLmdhdGFnLm5ldC9pbWFnZXMvbGdpMDFhMjAxNDExMjEwMjAwLmpwZw--/RS=%5eADBRt3Zu143R3IJAKoti8gmLnDQ.Xg-;_ylt=A2RiouF4YsxZGCwA2S.U3uV7

