
火曜日

　

。

コナミスポーツクラブ 鳴海山下 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
月曜日 水曜日 木曜日

スタジオ1 スタジオ2 プール プール スタジオ1 スタジオ２ プール プール スタジオ１

金曜日 土曜日 日曜日
プール スタジオ１ スタジオ２ プール プール スタジオ１ スタジオ２ プール プール

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

運動塾（体操） 運動塾
（スイミング）

スイミング
(初級)

スタジオ２ プール プール スタジオ１

オリジナル
健康体操

川瀬　多美枝 10:30-11:20 10:30-
11:20

望月　亜紀 望月　亜紀

11:30-
12:15

11:35-12:05 ボディコンバット45
12:00 服部　美加

12:15-13:00 有料スクール
山之内　勲

藤原　葉子

スタジオ２ プール

10:00

スクール

長寿健康
センター

運動塾
アクアビクス
（エンジョイ）30 （スイミング） 30

コンディショニングエアロ 運動塾
（スイミング）

ボディバランス45
※ST

ボディバランス45
※ST10:15-11:00

9:00-11:00（有酸素＆コア） 10:30-
11:15 10:30-11:15 （スイミング） 10:30-11:15

ベビー 脇本　真由美

ジャズダンス アクアビクス
（エンジョイ）

運動塾（体操） 運動塾 ヨガ（心）

11:00 10:30-11:15 ベビー 11:00
山之内　勲 塩谷　友美 丹下　亜希子平井　徳子

10:30-11:15 リトル ベビー 10:30-11:15 10:30-11:15 リトル

10:30-11:20 10:30-11:20 川瀬　多美枝
（体操） 運動塾

（スイミング）
平泳ぎ(初級)

10:30-11:20

運動塾 10:30-11:15

30 11:15-11:45 9：00-13：00 30
スイミング
トレーニング

スイミング
トレーニング

リトル 運動塾
（スイミング） 運動塾脇本　真由美

少人数 11:10-
12:00 運動塾11:30-12:15 ベビー （スイミング）

コアクロス

運動塾（体操） 運動塾（体操） 運動塾
（スイミング） 運動塾（体操） 運動塾

12:00
ベビー メガダンス45 ベビー リトル 山之内　勲

30 スイミング
グループ
パーソナル

30
(姿勢改善) アクアビクス

（エンジョイ）
カルチャー 川瀬　多美枝藤堂　瑶子

（体操） 9:30-14:30（ボディジャム
＋テクニック）

オリジナル
健康体操 11:40-12:30 11:40-12:30 11:40-

12:30 篠田　裕太

11:45～12:30 ベビー シェイプエアロリトル 木下　千鶴 11：30－
12：20

11:45-13:00

（スイミング） 有料スクール

12：30-13：15 篠田　かほる

12:00-12:45 9:30-14:45
12:00-12:45

13:00
（フラダンス）

13:00
小野　慶子

11:40-12:30 11:40-12:30

コアクロス
メガダンス4512:30-13:45

30 13:15-13:45 30
ボディパンプ45 少人数 オリジナル

コンディショニング メガダンス45服部　美加 LUANA 13:15-14:00有料スクール 13:30-14:00
13:30-14:15 13:30-14:15（ストレッチ

ポール）
藤堂　瑶子 川尻　博

14:00 14:00
篠田　裕太 温活ウォーキング サーキットエクササイズ 田口　愛捺

ヨガ（心）13:30-14:30 14:00-14:30
腸活ウォーキング

シェイプエアロ 望月　亜紀 14:05-14:50 平松　布美江

14:00-14:30 有料スクール
シェイプエアロ 14:30-15:15高木　博美

（社交ダンス）

30 30
平松　布美江 カルチャー シェイプステップ 子供スクール14:15-15:00 都　美香 運動塾

30 １５：０５ー１５：２０
運動塾

体験会15:00 （スイミング） 15:00
14:45-15:30 高木　博美 ボディパンプ45温活ストレッチ

14:30-15:30 12:30-18:15

30
少人数 木下　千鶴

腸活腹筋トレーニング 有料スクール
（体操）岡本　浩史 (ボディパンプ)

14:15-15:30岡本　浩史 高木　博美 15:00-15:45名古屋ダンスアカデミー

16:00 16:00
15:35-15:50 14:30-17:2015:30-16:30

運動塾

ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ
（ダンシングスターズ）

16:15-18:55

運動塾 白木　将太
30 30

ボディコンバット45
（体操） （体操）

運動塾 運動塾 16:30～17:15

ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ
（キッズチア)
16:50-19:05

15:30-19:45 カルチャースクール30
運動塾 運動塾 運動塾 運動塾

17:00 15:30-18:20 15:30-18:20 17:00
（体操） （体操）

ボディバランス45
※ST

田口　愛捺

30

ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ
（空手）

17:30-19:00

（クラシックバレエ） 藤堂　瑶子

（スイミング） （スイミング） （スイミング） （スイミング）
16:45-18:50

ボディパンプ45

15:30-19:45 17:00-17:45 

30 30
18:15-19:00カルチャースクール

篠田　かほる
（合気道）19:00 19:00

18:00 18:00
15:30-20:00 15:30-20:00 15:30-20:00 15:30-20:00 チェックアウトタイム18:00

18:30-19:25
ボディコンバット30

30 19:15-19:45 30
コアクロス メガダンス45 ボディコンバット45寺田　春奈

19:30-20:00
19:30-20:15 19:30-20:15服部　美加

20:00 20:00
藤堂　瑶子 田口　愛捺 チェックアウトタイム20:00

20:45-21:30

シンプリーヨガ 少人数
スイミング
トレーニング

30 有料スクール 30
少人数 20:15-21:00 スイミング 少人数

有料スクール 20:20-21:05 （ボディジャム
＋テクニック）

グループ 有料スクール
メガダンス45 平松　布美江 シェイプエアロ ボディパンプ45

（HIPHOP）

20:15-21:30
20:30-21:30 20:30-21:30

田口　愛捺

サーキットエクササイズ

平井　徳子 田口　愛捺

パーソナル
(オリジナルヨガ)21:00 山之内　勲

30

22:00 22:00
チェックアウトタイム22:00 チェックアウトタイム22:00 チェックアウトタイム22:00 チェックアウトタイム22:00

21:00-21:30
平松　布美江AKI 寺田　春奈 山之内　勲 藤堂　瑶子

30

21:00
20:45-21:30 20:30-21:30 20:45-21:30



火曜日

　

。

21:00 山之内　勲

30

22:00 22:00
チェックアウトタイム22:00 チェックアウトタイム22:00 チェックアウトタイム22:00 チェックアウトタイム22:00

21:00-21:30
平松　布美江AKI 寺田　春奈 山之内　勲 藤堂　瑶子

30

21:00
20:45-21:30 20:30-21:30 20:45-21:30 20:45-21:30 サーキットエクササイズ

有料スクール 20:20-21:05 （ボディジャム
＋テクニック）

グループ 有料スクール
メガダンス45 平松　布美江 シェイプエアロ ボディパンプ45

（HIPHOP）

20:15-21:30
20:30-21:30 20:30-21:30

田口　愛捺 平井　徳子 田口　愛捺

パーソナル
(オリジナルヨガ)

シンプリーヨガ 少人数
スイミング
トレーニング

30 有料スクール 30
少人数 20:15-21:00 スイミング 少人数

19:30-20:15 19:30-20:15服部　美加
20:00 20:00

藤堂　瑶子 田口　愛捺 チェックアウトタイム20:00

18:30-19:25
ボディコンバット30

30 19:15-19:45 30
コアクロス メガダンス45 ボディコンバット45寺田　春奈

19:30-20:00

30
18:15-19:00カルチャースクール

篠田　かほる
（合気道）19:00 19:00

18:00 18:00
15:30-20:00 15:30-20:00 15:30-20:00 15:30-20:00 チェックアウトタイム18:00

運動塾 運動塾 運動塾

17:00 15:30-18:20 15:30-18:20 17:00
（体操） （体操）

ボディバランス45
※ST

田口　愛捺

30

ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ
（空手）

17:30-19:00

（クラシックバレエ） 藤堂　瑶子

（スイミング） （スイミング） （スイミング） （スイミング）
16:45-18:50

ボディパンプ45

15:30-19:45 17:00-17:45 

30

15:00-15:45名古屋ダンスアカデミー

16:00 16:00
15:35-15:50 14:30-17:2015:30-16:30

運動塾

ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ
（ダンシングスターズ）

16:15-18:55

運動塾 白木　将太
30 30

ボディコンバット45
（体操） （体操）

運動塾 運動塾 16:30～17:15

ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ
（キッズチア)
16:50-19:05

15:30-19:45 カルチャースクール30
運動塾

30 １５：０５ー１５：２０
運動塾

体験会15:00 （スイミング） 15:00
14:45-15:30 高木　博美 ボディパンプ45温活ストレッチ

14:30-15:30 12:30-18:15

30
少人数 木下　千鶴

腸活腹筋トレーニング 有料スクール
（体操）岡本　浩史 (ボディパンプ)

14:15-15:30岡本　浩史 高木　博美

14:00-14:30 有料スクール
シェイプエアロ 14:30-15:15高木　博美

（社交ダンス）

30 30
平松　布美江 カルチャー シェイプステップ 子供スクール14:15-15:00 都　美香 運動塾

サーキットエクササイズ 田口　愛捺
ヨガ（心）13:30-14:30 14:00-14:30

腸活ウォーキング
シェイプエアロ 望月　亜紀 14:05-14:50 平松　布美江

コアクロス
メガダンス4512:30-13:45

30 13:15-13:45 30
ボディパンプ45 少人数 オリジナル

コンディショニング メガダンス45服部　美加 LUANA 13:15-14:00有料スクール 13:30-14:00
13:30-14:15 13:30-14:15（ストレッチ

ポール）
藤堂　瑶子 川尻　博

14:00 14:00
篠田　裕太 温活ウォーキング

12：30-13：15 篠田　かほる

12:00-12:45 9:30-14:45
12:00-12:45

13:00
（フラダンス）

13:00
小野　慶子

11:40-12:30 11:40-12:30

11:45～12:30 ベビー シェイプエアロリトル 木下　千鶴 11：30－
12：20

11:45-13:00

（スイミング） 有料スクール 12:00
ベビー メガダンス45 ベビー リトル 山之内　勲

30 スイミング
グループ
パーソナル

30
(姿勢改善) アクアビクス

（エンジョイ）
カルチャー 川瀬　多美枝藤堂　瑶子

（体操） 9:30-14:30（ボディジャム
＋テクニック）

オリジナル
健康体操 11:40-12:30 11:40-12:30 11:40-

12:30 篠田　裕太

運動塾 10:30-11:15

30 11:15-11:45 9：00-13：00 30
スイミング
トレーニング

スイミング
トレーニング

リトル 運動塾
（スイミング） 運動塾脇本　真由美

少人数 11:10-
12:00 運動塾11:30-12:15 ベビー （スイミング）

コアクロス

運動塾（体操） 運動塾（体操） 運動塾
（スイミング） 運動塾（体操） 運動塾

運動塾（体操） 運動塾 ヨガ（心）

11:00 10:30-11:15 ベビー 11:00
山之内　勲 塩谷　友美 丹下　亜希子平井　徳子

10:30-11:15 リトル ベビー 10:30-11:15 10:30-11:15 リトル

10:30-11:20 10:30-11:20 川瀬　多美枝
（体操） 運動塾

（スイミング）
平泳ぎ(初級)

10:30-11:20

スタジオ２ プール

10:00

スクール

長寿健康
センター

運動塾
アクアビクス
（エンジョイ）30 （スイミング） 30

コンディショニングエアロ 運動塾
（スイミング）

ボディバランス45
※ST

ボディバランス45
※ST10:15-11:00

9:00-11:00（有酸素＆コア） 10:30-
11:15 10:30-11:15 （スイミング） 10:30-11:15

ベビー 脇本　真由美

ジャズダンス アクアビクス
（エンジョイ）

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

運動塾（体操） 運動塾
（スイミング）

スイミング
(初級)

スタジオ２ プール プール スタジオ１

オリジナル
健康体操

川瀬　多美枝 10:30-11:20 10:30-
11:20

望月　亜紀 望月　亜紀

11:30-
12:15

11:35-12:05 ボディコンバット45
12:00 服部　美加

12:15-13:00 有料スクール
山之内　勲

藤原　葉子

日曜日
プール スタジオ１ スタジオ２ プール プール スタジオ１ スタジオ２ プール プール

コナミスポーツクラブ 鳴海山下 スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール 2022年10月
月曜日 水曜日 木曜日

スタジオ1 スタジオ2 プール プール スタジオ1 スタジオ２ プール プール スタジオ１

金曜日 土曜日


