
木曜日

 

スイミングスクール 17:30-18:30

スイミングスクール

16:00-17:00

66名 40名 56名 35名23:00 23:00

30 通常クラス ツール使用クラス 30

スタジオ１ スタジオ２ スタジオ１ スタジオ２

成瀬　翔太

30 30
ボディジャム45 21:15-22:00

 宗野　太郎

22:00 毎週木曜日は休館日となります。 22:00
小久保　麻衣

スタジオ定員

21:30-22:30

スタジオは予約制となります。
詳しくは館内掲示板をご覧ください

日・祝日 10：00～19：00
21:30-22:15 森　美里

ボディコンバット

穴見　仁志21:00
林　加奈子

21:00
林　丈太 鹿島　虹希

土

月・火・水・金 10：00～23：00守田 優生 20:30-21:15 森　美里
守田　優生 中村　文

20:30-21:15

ボディコンバット45
20:15-21:15 鹿島　虹希 マスターズスイミング

20:30-21:15

10：00～20：00ボディアタック45

20:00
ボディコンバット

テック＆60
■ 営業時間のご案内 ■ボディジャム

テック＆60
19:45-20:45

ボディパンプ45

ミズベフィット 曜　日 営　業　時　間 30
20:15-21:00 マスターズスイミング 20:15-21:00 20:00-21:15

コンディショニング ヨガ メガダンス45 ボディパンプ30

スイミング(フォーム)
20:30-21:00

19:00-19:4519:00-19:45

30 20:15-20:45
20:05～21:20

サップネス宗野　太郎 河野 志織
20:00

上級S上級S

Live配信クラス

19:00 Live配信クラス 19:00
ヨガ（体） ボディバランス45※FX レズミルズバーLive配信クラス

30
林　加奈子 スイミング(フォーム) 中村　文 ボディパンプ30

中村　文 Live配信クラス 玉置　祐子
19:30-20:00 19:30-20:00

19:00-19:45 レズミルズバー Live配信クラス

30 30

児童上級
上級

児童上級
上級 上級

上級S

上級

18:00－19:30
中村　文

18:00-18:50 18:00－19:00 18:00-18:50 18:00-18:50

17:00-18:30

18:00－19:30
18:00-19:00 18:00－19:00 18:00－19:30 18:00－19:00

30 19:15-19:45

30

児童 児童
17:10-18:00

メガダンス児童
児童

守田　優生

ボディバランス45※FX

17:00-18:00 17:00-17:45

ボディコンバット

18:00
スイミングスクール スイミングスクール スイミングスクール チアダンス 体操スクール

17:30-18:30

鹿島　虹希

井本　沙也加

スイミングスクール

17:00-17:50 17:00-18:00 17:00-17:50 17:00-17:5030

児童 中級 児童
児童

チアダンス17:00-18:00 17:00-18:00

18:00
体操スクール スイミングスクール スイミングスクール

17:00
16:30-17:45

17:00

体操スクール スイミングスクール

チアダンス
体操スクール スイミングスクール スイミングスクール 体操スクール

キンダー キンダー フレンズ・キンダー フレンズ・キンダー 守田　優生
上級S 上級S

30 30
16:15-17:00 ボディアタック

テック＆60キンダー キンダー キンダー

15:40-17:10

ボディアタック45 児童上級
16:00-16:50 16:00-17:00 16:00-16:50 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-16:50

スイミングスクール 大庭　めぐみ 体操スクール スイミングスクール 15:40-16:30 15:40-17:10
15:30-16:30

玉置　祐子

30 30
メガダンス45 土井　節子 玉置　祐子 ZUMBA 林　加奈子

体操スクール スイミングスクール

業務委託 15:00-15:45 児童
上級上級

スイミングスクール15:30-16:15 15:30-16:15
16:00 16:00

中村　文 体操スクール スイミングスクール 体操スクール スイミングスクール

児童上級 14:40-15:40
15:00

シェイプエアロ 肩こり腰痛ケア体操 ヨガ（体） 14:40-15:40

15:00-15:45 15:00-15:45 長谷川　真紀子

澄香 前田　順子 守田　優生

ボディパンプ

森吉　あゆみ
14:30～15:40 14:30-15:3015:00 中村　文 14:40-15:30

30
14:15-15:00 フラダンス スイミングスクール 14:15-15:00

体操スクール スイミングスクール 14:20-15:10 スイミングスクール

児童高松 能文  高波 絵梨佳
体操スクール30 （バイラ　バイラ）

14:15-15:00
14:10-15:10

14:00
クロール（初級） ボディコンバット30 13:45-14:30 柴田　紗帆 阿部　翔平

Live配信クラス 児童
児童

13:30-14:30林　丈太
13:30-14:30

13:30-14:20
13:30～14:30

ボディコンバット

14:00-15:00

スイミングスクール土井　節子 13:15-14:00
鹿島　虹希

13:30－14:00
13:30-14:15 13:20-14:10

森吉　あゆみ ボディコンバット45 13:30-14:15

13:00-13:45 森　美里
体操スクール13:00-14:00

スイミングスクール

14:00 児童

BAILA　BAILA 14:00-14:30 14:00-14:30

30

シェイプエアロ リラクゼーションヨガ 結城　祥二郎 ラテン 清永  敏嗣

高波　絵梨佳 小座野 清香 平泳ぎ(中級) 河野　志織 ボディコンバット45 アクアビクス ボディパンプ 体操スクール

13:00-13:45 玉置　祐子

キンダー
13:00

ヨガ（体） アクアベル コアクロス
少林拳 メガダンス45 メガダンス45 ボディアタック30

12:50-13:50

ピラティス 高波　絵梨佳 12:30-13:20

林　丈太 キンダー キンダー13:00ー13:30 13:00-13:30
アクアビクス 13:00-13:45 13:00-13:45 Live配信クラス

30

玉置　祐子

13:00 12:45-13:15 12:45-13:15 12:45-13:15
12:20～13:20

12:20-13:10ボディアタック30 Live配信クラス アクアサーキットエクササイズ1 スイミング（フォーム） 岡　麻紀子

児童
河口 剣信 高波　絵梨佳

体操スクール スイミングスクール30 30
初めて水泳 小川 貢弘 12:15-13:00 体操スクール

12:20-13:2012:30-13:00

12:00-12:45 メガダンス45 森　美里
結城　祥二郎 五十嵐　加奈子

スイミングスクール

12:00
業務委託 業務委託 11:45-12:25 ボディパンプ45

11:45-12:30  宗野　太郎 柴田　紗帆 11:55-12:25
フレンズ

11:20-12:10 11:20-12:10

森吉　あゆみ

ボディコンバット45 ヨガ（体） ボディパンプ30 ボディパンプ30 シンプリーエアロ Live配信クラス
キンダー

体操スクール スイミングスクール30
11:10-12:10

30
Live配信クラス 倉田　淳子

11:20-12:10 11:20-12:10
11:20-12:10

水落 温子 スイミングスクール 小久保　麻衣
11:00-11:45

体操スクール 体操スクール 体操スクール

12:00 11:45‐12:15 11:45‐12:15 キンダー コアクロス キンダー
11:45-12:30

キンダー 11:00
五十嵐　加奈子 森吉　あゆみ ボディバランス45※ST玉置　祐子 林　加奈子

ベビースイミング
10:30-11:15 10:30-11:15

10:30-11:30
フレンズ ボディジャム45 10:20-11:10

10:30-11:15 ベビークラブ 10:30-11:15 ベビークラブ

アロマリラックス ヨガ（心） 10:10-11:00 ストレッチ

11:00 10:40-11:25

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

30 10:10-11:00 10:10-11:00

10:00

スイミングスクール 体操スクール スイミングスクール 体操スクール スイミングスクール スイミングスクールLive配信クラス

体操スクール10:10-11:00
ボディバランス 10:10-11:00

ベビースイミング ベビースイミング

10:10-11:00
30

ボディバランス45※ST

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

コナミスポーツクラブ 福岡香椎 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 火曜日 水曜日

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

金曜日 土曜日


