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1 金 木口 木口 木口 長久 (P)長 (Jr)木 (Jr)長 木口 長久 木口 長久 木口 長久 1 金

2 土 林田 40善 林田 40善 林田 40善 林田 40善 40善 (マ)林 40長 林田 40長 (P)林 40長 木口 長久 木口 長久 木口 長久 (マ)長 2 土

20山 20山 20山 20山 20木 20木 20木 20木

3 日 山本 40木 山本 40木 山本 40木 山本 40木 40木 山本 40善 山本 40善 (マ)山 40善 (マ)善 長久 善岡 長久 善岡 長久 3 日

20林 20林 20林 20林 20林

4 月 山本 山本 山本 善岡 善岡 (Jr)山 (Jr)善 山本 善岡 山本 (P)善 山本 善岡 4 月

5 火 山本 山本 (P)山 山本 (シ)林 山本 林田 木口 (Jr)山 (Jr)林 木口 林田 木口 林田 木口 林田 木口 5 火

6 水 林田 善岡 林田 善岡 林田 善岡 林田 長久 (Jr)善 (Jr)木 (シ)山 木口 (P)山 木口 山本 木口 山本 6 水

浅澤 長久 浅澤 浅澤

7 木 林田 林田 林田 林田 長久 林田 長久 (Jr)林 (Jr)長 長久 長久 (P)長 7 木

8 金 (P)木 木口 木口 長久 長久 (Jr)木 (Jr)長 (シ)木 長久 木口 長久 木口 長久 8 金

9 土 林田 40善 林田 40善 林田 40善 林田 40善 40善 (マ)林 40長 林田 40長 林田 40長 木口 (マ)長 木口 長久 木口 長久 長久 9 土

20山 20山 20山 20山 20木 20木 20木 20木

10 日 山本 40木 山本 40木 山本 40木 40木 (P)40木 山本 (マ)山 10 日

20林 20林 20林 20林 20林

11 月 山本 山本 山本 善岡 (P)善 (Jr)山 (Jr)善 山本 (シ)善 山本 善岡 山本 善岡 11 月

12 火 山本 山本 山本 山本 林田 山本 林田 木口 (Jr)山 (Jr)林 木口 林田 木口 (P)林 木口 林田 木口 12 火

13 水 林田 (P)善 林田 善岡 林田 善岡 林田 長久 (Jr)善 (Jr)木 山本 木口 山本 木口 山本 木口 山本 13 水

長久

14 木 林田 林田 林田 林田 長久 林田 (P)長 (Jr)林 (Jr)長 長久 長久 長久 14 木

浅澤 浅澤 浅澤 浅澤

15 金 木口 木口 (シ)木 長久 長久 (Jr)木 (Jr)長 木口 長久 (P)木 長久 木口 長久 15 金

16 土 林田 林田 40善 林田 40善 林田 40善 (マ)林 40長 林田 40長 林田 40長 (マ)木 長久 木口 長久 木口 長久 長久 16 土

20山 20山 20山 20山 20木 20木 20木 (P)20木

17 日 山本 40木 山本 40木 山本 40木 山本 40木 40木 山本 40善 山本 40善 (マ)山 40善 長久 (マ)善 長久 善岡 長久 善岡 (マ)長 17 日

20林 20林 20林 20林 20林 20長 20長 20長

18 月 山本 山本 (P)山 善岡 善岡 (Jr)山 (Jr)善 山本 善岡 山本 善岡 山本 善岡 18 月

19 火 山本 山本 山本 山本 (P)林 山本 林田 木口 (Jr)山 (Jr)林 木口 (シ)林 木口 林田 木口 林田 木口 19 火

20 水 林田 善岡 林田 善岡 林田 (シ)善 林田 長久 (Jr)善 (Jr)木 (P)山 木口 (シ)山 木口 山本 木口 山本 20 水

浅澤 長久 浅澤 浅澤

21 木 林田 林田 (P)林 林田 林田 (Jr)林 長久 長久 長久 21 木

浅澤 浅澤 浅澤 浅澤

22 金 木口 木口 木口 (P)長 長久 (Jr)木 (Jr)長 木口 長久 木口 長久 木口 長久 22 金

23 土 林田 40善 林田 40善 林田 40善 林田 40善 40善 (マ)林 40長 林田 40長 林田 40長 (マ)木 長久 木口 長久 木口 長久 長久 23 土

20山 20山 20山 20山 20木 20木 20木 (マ)20木

24 日 山本 40木 山本 40木 山本 40木 山本 40木 40木 山本 (マ)40善 山本 40善 (マ)山 40善 (マ)長 善岡 長久 善岡 長久 善岡 長久 24 日

20林 20林 20林 20林 (P)20林 20長 20長 20長

25 月 山本 山本 山本 善岡 善岡 (Jr)山 (Jr)善 山本 (P)善 山本 善岡 山本 善岡 25 月

26 火 山本 (P)山 山本 山本 林田 山本 林田 木口 (Jr)山 (Jr)林 木口 林田 木口 林田 木口 林田 木口 26 火

27 水 林田 善岡 林田 善岡 林田 善岡 林田 長久 (Jr)善 (Jr)木 山本 木口 山本 木口 山本 木口 山本 27 水

長久

28 木 林田 林田 林田 林田 長久 林田 長久 (Jr)林 (Jr)長 長久 (P)長 長久 28 木

29 金 木口 木口 (P)木 長久 長久 (Jr)木 (Jr)長 木口 長久 木口 (シ)長 木口 長久 29 金

30 土 林田 40善 林田 40善 林田 40善 林田 (P)40善 40善 (マ)林 40長 林田 40長 林田 40長 木口 長久 木口 長久 木口 長久 (マ)長 30 土

20山 20山 20山 20木 20木 20木 20木

31 日 山本 40木 山本 40木 山本 40木 山本 40木 善岡 (マ)40木 善岡 善岡 善岡 (マ)善 善岡 長久 善岡 長久 31 日

20林 20林 20林 20林

担当 定員
長久 4
善岡 4
長久 4
山本 4
３名 12 13:30 2600円

ラウンドレッスン 10/30(土) ６枚 旭国際姫路ゴルフ俱楽部　９ホールプレー９ホールレッスン 14:00 4800円
コースレッスン 10/31(日) ２枚 城山ゴルフ倶楽部　　２時間コース利用

13:00 3500円
ラウンドレッスン 10/16(土) ６枚 播州東洋ゴルフ倶楽部　９ホールプレー９ホールレッスン 14:00 5998円
ラウンドレッスン 10/21(木) ６枚 小野グランドカントリークラブ　９ホールプレー９ホールレッスン

６枚 小野グランドカントリークラブ　９ホールプレー９ホールレッスン 13:00 4500円
内容 日付 チケット 場所 集合時間 プレーフィー

ラウンドレッスン 10/3(日)

　　　　　※キャンセルはスクール開始の2時間前までにご連絡ください。無断欠席の場合、チケット1枚徴収致します。 ※（マ）はマンツーマンレッスンです。トラックマンを使用します。チケット４枚必要となります。
　　　　※都合により予定を変更する可能性がございます。その際はご了承お願い致します。 ※（P)は２名パットビューレッスンです。チケット２枚必要となります。

※（Jr）はジュニア専用枠になります。大人の方はエントリーできませんのでご遠慮下さい。 ※（シ)は２名シュミレーションレッスンです。初心者向け疑似ラウンドレッスン。チケット２枚必要となります。

10月
開

始

時

刻
10月

マ
ン
ス
リ
ー
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル

9HラウンドL

9HラウンドL

9HラウンドL

9HラウンドL


