
コナミスポーツクラブ 明石　　スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール　　　2022年8月
火曜日月曜日 水曜日

スタジオ プール

コアクロス
15:15～15:45
玉井　稜也

日曜日

10:30～11:15

山本　ノナ

ボディジャム45

堀川　真南

プール

木曜日 金曜日 土曜日
スタジオ プール

アクアビクス(トレーニング)

10:30～11:00
今井 リナ

ZUMBA45

11:00 11:00
10:45～11:30 10:45～11:30 10:45～11:30 TAMI 横田　多亜子 岡澤　知子

【運動塾】
スイミング　キンダー

10:30～11:30

シェイプエアロ ヨガ45（心） シンプリーヨガ
アクアウォーキング

10:55～11:25
西馬 由香里

10:30～11:15 10:30～11:15

スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ

アクアビクス(体幹バランス)
10:30～11:00
田中　鈴香

ボディパンプ45

【運動塾】
スイミング　キンダー

10:30～11:30

ヨガ45(体)

水中腸活ウォーキング
11:15～11:30  西馬 由香里

10:00 10:00

休
館

【運動塾】
スイミング　キンダー・児童

9:30～10:30

水中腸活ウォーキング
10:30～10:45  西馬 由香里

30 30
アクアビクス（トレーニング）

10:30～11:00
今井 リナ

30 30
スイミング（初級）
11:15～11:45
西馬 由香里

アクアビクス(エンジョイ)
11:15～11:45
田中　鈴香

【運動塾】
スイミング　児童
11:30～12:30

【運動塾】
スイミング

キンダー・児童
11:30～12:30

腰痛ケアアクア
11:40～12:10
西馬 由香里

スイミング（中級）
11:40～12:10

長谷川 八重子

ボディバランス45※ST

亀山 朋子

12:00～12:30
12:00～12:45 TAMI 藍堀川　真南

オリジナル健康体操
12:00 12:00

ボディアタック30
11:45～12:15

山本 ノナ腸活体操 ボディアタック30
12:00～12:30
岡本 亮二

山本 めぐみ 赤瀬 けい子

ヨガ45(体)

オリジナルボディコンシャス
13:00～13:30

30 30
山本 めぐみ

【運動塾】
ベビークラス

12:30～13:20

水中ヨガ
12:00～12:30
赤瀬 けい子

バタフライ(中級)
12:30～13:00

長谷川　八重子 【運動塾】
スイミング　児童
12:30～13:30

クロール（初級）
12:25～12:55

長谷川 八重子

ウォーク＆ジョグ
12:00～12:30

長谷川　八重子

13:00

(ダンスアイソレーショントレーニング)

横田　多亜子

【運動塾】
ベビークラス

12:30～13:20

11:45～12:30

12:45～13:30

（ベルビックストレッチ）
11:45～12:30シェイプステップ

井上　裕次郎

平泳ぎ（初級）

14:00

12:45～13:15

14:00
オリジナル健康体操

長谷川　八重子

30 岡本　亮二 13:00～13:45 30
13:15～14:00 赤松　由美子

スイミング（初級）
13:15～13:45

長谷川 八重子

【運動塾】
スイミング　上級
13:30～14:30

藍

社交ダンス 13:00～13:40 13:00～13:45

14:00～14:45

13:00
シンプリーエアロ シェイプエアロ ボディパンプ30

柏原　妙子 寶田　佳苗 岡澤 知子
15:00 15:00

30
リズム＆ストレッチ

14:30～15:00
寶田 佳苗 【運動塾】

スイミング　リトル
14:30～15:30

14:15～15:00 14:15～15:00

【運動塾】
スイミング　リトル
14:30～15:30

まゆみ

【運動塾】
スイミング　キンダー

14:30～15:30

14:15～15:00

ボディジャム45 背骨コンディショニング 14:00～14:45 ヨガ45(心)
30

気功
30 30

背骨コンディショニング

【運動塾】
スイミング　キンダー

15:30～16:30

オリジナルケア（45分）

【運動塾】
スイミング　キンダー

15:30～16:30

フラダンス45

【運動塾】
スイミング　キンダー

15:30～16:30

15:15～16:00

16:00 16:00
寶田 佳苗 田中　明美 前田　美香 西野　ヒカル

【運動塾】
スイミング　キンダー

15:30～16:30

【運動塾】
スイミング

キンダー・児童
15:30～16:30

ボディコンバット45

15:30～16:15 15:30～16:15 15:30～16:15 田中　明美 15:30～16:15

30 30

【運動塾】
スイミング　児童
16:30～17:30

【運動塾】
スイミング　児童
16:30～17:30

【運動塾】
スイミング　児童
16:30～17:30

【運動塾】
スイミング　児童
16:30～17:30

【運動塾】
スイミング　児童
16:30～17:30

【運動塾】
バレエスクール
16:40～18:55

【運動塾】
ダンシングスターズ

16:45～19:15

17:00

【運動塾】
チアダンス

17:00～17:50

【運動塾】
スイミング　上級
16:30～17:30

【運動塾】
スイミング　上級
16:30～17:30

19:00
ボディバランス45※ST

30

ボディバランス30 ※ST
16:15～16:45

YUKA

メガダンステック
17:05～17:15  YUKA

メガダンス45

17:25～18:10

YUKA

【運動塾】
スイミング　上級
16:30～17:30

18:00

30 30

【運動塾】
スイミング　選手
17:30～21:00

【運動塾】
スイミング　選手
17:30～21:00

【運動塾】
スイミング　選手
17:30～21:00

【運動塾】
スイミング　選手
17:30～21:00

19:00

【運動塾】
スイミング　上級
16:30～17:30

【運動塾】
スイミング　上級
16:30～17:30

18:00
【運動塾】

ダンシングスターズ
16:45～19:15

19:30～20:15
20:00

17:00

20:00
小西　陽太

ボディコンバット45 ボディパンプ45
30

30

19:00～19:45
30 30

ボディコンバット45

22:00 22:00

21:00 21:00
20:45～21:30

TAMI
30 30

20:15～21:00

森　弥栄 世良　のり子 ZUMBA45

30
20:15～21:00

中川　知子

ボディアタック

20:15～21:15

吉永　彩人

　　■当施設をご利用の会員様へのお願い■

　●スタジオプログラム参加の際はマスクをご着用ください。

　●安全の為、レッスン開始後の途中入退場はご遠慮ください。

　●スタジオレッスン途中でのツールの片付けはインストラクターの指示がない限りご遠慮ください。

　●プログラム・担当インストラクターは都合により変更になる場合がございます。

　●プールレッスンの開講時、自由遊泳コース及び歩行コースを制限させていただく場合がございます。

　●プールの空き時間に個別指導や少人数レッスンを実施する場合がございます。

　コナミスポーツクラブをご利用頂き、誠に有難う御座います。
　皆さまが快適にご利用頂くために、以下の内容についてお願い申しあげます。

　●スタジオ内にペットボトル等をお持ちいただきこまめに水分補給を行う様にしてください。
　　※割れる危険性の無い容器をご利用ください。

　●プールでの水分補給は指定の保管場所にボトルを保管いただき、保管場所にて補給ください。
　　※レッスン時のみプール内での補給が可能です。

 標準 30名

 マットのみ 30名

 ツールあり 30名

※WEB予約・当日予約

【　スタジオ定員数　】

■ 営業時間のご案内 ■
営業時間 各種手続き時間

月・水・木・金 10:00～22:00 11:00～20:00
土 10:00～20:00 11:00～18:00

日・祝日 10:00～18:00 11:00～16:00
※毎週火曜日は休館日です。
※祝祭日は特別プログラムを実施する場合があります。

フラダンス 　木曜日　１６：２５～１７：５５

体験募集中！クラス詳細についてはスタッフまで！

①月曜日　１２：００～１３：００

②月曜日　１４：１５～１５：１５
社交ダンス

★スタジオ少人数レッスン★



コナミスポーツクラブ 明石　　スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール　　　2022年9月
火曜日

20:45～21:30

TAMI
30 30

22:00 22:00

20:15～21:00
20:15～21:15

森　弥栄 世良　のり子 ZUMBA45
21:00

吉永　彩人

30

【運動塾】
スイミング　選手
17:30～21:00

【運動塾】
スイミング　選手
17:30～21:00 19:30～20:15

20:00 20:00
小西　陽太

ボディコンバット45 ボディパンプ45 ボディアタック
30 30

20:15～21:00

【運動塾】
スイミング　選手
17:30～21:00

【運動塾】
スイミング　選手
17:30～21:00

19:00 19:00
ボディバランス45※ST

19:00～19:45
30 30

ボディコンバット45 中川　知子

21:00

【運動塾】
スイミング　児童
16:30～17:30

【運動塾】
スイミング　児童
16:30～17:30

【運動塾】
スイミング　児童
16:30～17:30

【運動塾】
スイミング　児童
16:30～17:30

【運動塾】
バレエスクール
16:40～18:55

【運動塾】
ダンシングスターズ

16:45～19:15

【運動塾】
ダンシングスターズ

16:45～19:15

17:00 17:00

【運動塾】
チアダンス

17:00～17:50

メガダンステック
17:05～17:15  YUKA

30 30

【運動塾】
スイミング　上級
16:30～17:30

【運動塾】
スイミング　上級
16:30～17:30

【運動塾】
スイミング　上級
16:30～17:30

【運動塾】
スイミング　上級
16:30～17:30

【運動塾】
スイミング　上級
16:30～17:30

メガダンス45

17:25～18:1018:00 18:00

YUKA

30

16:00 16:00
寶田 佳苗 田中　明美 前田　美香 西野　ヒカル

【運動塾】
スイミング　キンダー

15:30～16:30

【運動塾】
スイミング

キンダー・児童
15:30～16:30

ボディコンバット45

15:30～16:15 15:30～16:15 15:30～16:15 田中　明美 15:30～16:15

ボディバランス30 ※ST
16:15～16:45

YUKA

【運動塾】
スイミング　キンダー

15:30～16:30

オリジナルケア（45分）

【運動塾】
スイミング　キンダー

15:30～16:30

フラダンス45

【運動塾】
スイミング　キンダー

15:30～16:30

15:15～16:00

30 30

【運動塾】
スイミング　児童
16:30～17:30

山本 ノナ 寶田　佳苗 岡澤 知子
15:00 15:00

気功 コアクロス
15:15～15:45
玉井　稜也

30 30
背骨コンディショニング

14:00 14:00
オリジナル健康体操 ヨガ45(体)

ボディジャム45 背骨コンディショニング 14:00～14:45 14:00～14:45 ヨガ45(心)
30

オリジナルボディコンシャス長谷川　八重子
13:00～13:30

30
13:15～14:00 赤松　由美子

【運動塾】
スイミング　上級
13:30～14:30

藍

井上　裕次郎

30
リズム＆ストレッチ

14:30～15:00
寶田 佳苗 【運動塾】

スイミング　リトル
14:30～15:30

14:15～15:00

13:00～13:45 山本　ノナ スイミング（初級）
13:15～13:45

長谷川 八重子

(ダンスアイソレーショントレーニング)

横田　多亜子

14:15～15:00

【運動塾】
スイミング　リトル
14:30～15:30

まゆみ MANAMI

【運動塾】
スイミング　キンダー

14:30～15:30

14:15～15:00

30 クロール（初級）
12:25～12:55

長谷川 八重子

オリジナル健康体操
12:00

30
山本 めぐみ

【運動塾】
ベビークラス

12:30～13:20

【運動塾】
ベビークラス

12:30～13:20

バタフライ(中級)
12:30～13:00

長谷川　八重子 【運動塾】
スイミング　児童
12:30～13:30

平泳ぎ（初級） ボディジャム45

社交ダンス 13:00～13:40

30 岡本　亮二 13:00～13:45

13:00 12:45～13:15 13:00
シンプリーエアロ シェイプエアロ ボディパンプ30 12:45～13:30

亀山 朋子 アクアビクス(エンジョイ)
11:15～11:45
田中　鈴香

12:00～12:30
12:00～12:45 TAMI 藍MANAMI

腰痛ケアアクア
11:40～12:10
西馬 由香里

スイミング（中級）
11:40～12:10

長谷川 八重子

ボディバランス45※ST ボディアタック30
11:45～12:15

山本 ノナ

11:00 アクアウォーキング
10:55～11:25
西馬 由香里

11:00
10:45～11:30 10:45～11:30 10:45～11:30 TAMI 横田　多亜子 岡澤　知子

山本 めぐみ

【運動塾】
スイミング　キンダー

10:30～11:30

シェイプエアロ ヨガ45（心） シンプリーヨガ 10:30～11:15 10:30～11:15

30 30

【運動塾】
スイミング　児童
11:30～12:30

【運動塾】
スイミング

キンダー・児童
11:30～12:30

ボディアタック30
12:00～12:30
岡本 亮二

11:45～12:30 ウォーク＆ジョグ
12:00～12:30

長谷川　八重子

（ベルビックストレッチ）
11:45～12:30

12:00
シェイプステップ 腸活体操 水中ヨガ

12:00～12:30
赤瀬 けい子

プール

10:00 10:00

休
館

【運動塾】
スイミング　キンダー・児童

9:30～10:30
30 30

アクアビクス（トレーニング）
10:30～11:00

今井 リナ

アクアビクス(トレーニング)

10:30～11:00
今井 リナ 10:30～11:15

水中腸活ウォーキング
11:15～11:30  西馬 由香里

赤瀬 けい子 スイミング（初級）
11:15～11:45
西馬 由香里

水中腸活ウォーキング
10:30～10:45  西馬 由香里

ZUMBA45 アクアビクス(体幹バランス)
10:30～11:00
田中　鈴香

ボディパンプ45

【運動塾】
スイミング　キンダー

10:30～11:30

ヨガ45(体)

日曜日
スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール

木曜日 金曜日 土曜日
スタジオ プール

月曜日 水曜日
スタジオ

　　■当施設をご利用の会員様へのお願い■

　●スタジオプログラム参加の際はマスクをご着用ください。

　●安全の為、レッスン開始後の途中入退場はご遠慮ください。

　●スタジオレッスン途中でのツールの片付けはインストラクターの指示がない限りご遠慮ください。

　●プログラム・担当インストラクターは都合により変更になる場合がございます。

　●プールレッスンの開講時、自由遊泳コース及び歩行コースを制限させていただく場合がございます。

　●プールの空き時間に個別指導や少人数レッスンを実施する場合がございます。

　コナミスポーツクラブをご利用頂き、誠に有難う御座います。
　皆さまが快適にご利用頂くために、以下の内容についてお願い申しあげます。

　●スタジオ内にペットボトル等をお持ちいただきこまめに水分補給を行う様にしてください。
　　※割れる危険性の無い容器をご利用ください。

　●プールでの水分補給は指定の保管場所にボトルを保管いただき、保管場所にて補給ください。
　　※レッスン時のみプール内での補給が可能です。

■ 営業時間のご案内 ■
営業時間 各種手続き時間

月・水・木・金 10:00～22:00 11:00～20:00
土 10:00～20:00 11:00～18:00

日・祝日 10:00～18:00 11:00～16:00
※毎週火曜日は休館日です。
※祝祭日は特別プログラムを実施する場合があります。

有料予約分を除いた枠を
当日整理券で配布

優先予約定員:１４名

【スタジオ定員数:30名】

→事前に予約をせずにスタジオプログラムにご参加の際は
当日施設までお越しいただき、参加整理券をお取りください。

■スタジオ予約参加（有料:優先予約）■

　330円(税込)／1クラス　　クレジットカードでお支払い

→WEB『メンバーサービス』内、
『スタジオ予約参加』メニューより予約できます。

ご希望のスタジオプログラムに並ぶことなく
確実にご参加いただけます。


