
★★★　　コナミスポーツクラブ武蔵浦和　タイムスケジュールご案内　　★★★

　　　　タイムスケジュールは以下となっておりますのでご確認ください。
２枚目、「８月タイムスケジュール」
３枚目、「９月タイムスケジュール」

急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。

　　　　画面下にスクロールいただくことでご覧いただけます。
　　　　お手数おかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

　　　　皆様のご来館、心よりお待ちしております。



水曜日

30 30

23:00 23:00

30
勝又　美佳

30

※毎週水曜日は休館日となります。
※祝祭日は特別タイムスケジュールとなります。

22:00 22:00

土居　祥太郎 ２０：３０-２１：４５ 第２スタジオ　事前予約１０名
勝又　美佳 勝又　美佳 小座野 清香

２０：３５-２１：２０ ２０：３０-２１：３０ 少人数制スクール 第２スタジオ　１５名21:00
小座野　清香２０：３０-２１：３０ ２０：４５-２１：３０ 小座野　清香 石垣　雅子

ボディコンバット４５ ２０：００-２１：１５ 有料 第１スタジオ　事前予約３０名
土 １０：００～２０：００河原　麻代

少人数制スクール メガダンス４５ ２０：３０-２１：１５

30
ボディアタック ボディコンバット ２０：２０-２０：５０

ボディコンバット ボディジャム45

２０：１５-２１：１５
21:00

日・祝 １０：００～１８：００

テクニカルエアロ
少人数制スクール アクアビクス（エンジョイ） 第１スタジオ　４０名30 （中上級）

20:00 曜　日 営　業　時　間 20:00
松田　桃子 ボディジャム 木本　優太

スタジオクラス定員
月・火・木・金 １０：００～２２：００

30
ボディジャム45 １９：１５-２０：００ ボディパンプ45 １９：１５-２０：００

１９：３０-２０：１５ 勝又　美佳 １９：３０-２０：１５ 石垣　雅子

19:00 星野　景子 19:00

【有料プログラムマーク】　　別途都度代金を頂くクラスです。

ボディアタック４５ シェイプエアロ
【スクールマーク】　 スクール会員対象クラスです。30

30

【　マーク表記に関して　】オンラインレッスン
１８：１０-１９：１０

腸活腹筋トレーニング
１８：４５-１９：００

小座野　清香
【安心マーク】　　初めての方、低体力者の方も安心です。

１７：５０-１８：３５
ボディアタック（OLL）美腹トレーニング

小座野 清香30 １８：１５-１８：４５ 少人数制スクール

30
１６：４５-２０：００

30

１７：００－１８：３０
メガダンス４５18:00 18:00

ボディバランス３０※FX

チアダンススクール 星野　景子 １７：００-１７：３０

ダンシングスターズ
榎本 安修

榎本　安修 石垣　雅子
30 30

ボディジャム

子供スクール １６：３０-１７：３０17:00 17:00
子供スクール

１５：３０-１６：１５
16:00

小座野　清香
16:00

１５：４５-１６：３０ １５：３０-１６：３０ 神田　京太郎

１５：３０ー２０：００ １５：３０ー２０：００ １５：３０ー２０：００

１５：００－１９：００ １５：００－１９：００
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

少人数制スクール

１５：１５-１６：１５ １５：１５-１６：００
（中上級）

石垣　雅子 元吉　清美 ボディコンバット４５

オンラインレッスン
30 （骨盤矯正） 30

子供スクール 子供スクール 子供スクール １５：１５-１６：００ オリジナルエアロ
スイミング４５

１４：３０-２０：００
１５：００-１５：３０

谷口　裕子 ボディパンプ オリジナル健康体操 ヒップホップ
体操スクール 星野　景子 体操スクール

15:00 １４：４５-１５：１５ 15:00
１４：４５-１５：３０ 子供スクール 子供スクール

（OLL）背骨コンディショニング 石垣　雅子
１４：５０-１５：３５ 安藤　乙葉

メガダンス４５ １４：３０-１５：１５ クロール初級

スイミングスクール ボディバランス４５※FX 金子　美里

30 30

子供スクール
スイミング上級 町田　知之 町田　裕美子 新井　優 元吉　清美 シェイプエアロ

１４：３０-１５：００

１４：００-１４：３０
１４：００-１４：４５ １４：００-１４：４５ １４：００-１４：４５ １３：３０－１８：４０星野　景子 １４：１０-１４：４０ 寺田　郁美

14:00
ボディジャム３０ 堀井　江佐子 ボディコンバット４５ ボディアタック４５ バレトン ウォーク＆ジョグ

寺田　郁美
１４：００-１４：３０ アクアビクス（エンジョイ）

金子　美里
スイミングスクール14:00 １３：４５-１４：１５ １３：４５-１４：１５ １３：４５-１４：１５

新井　優 河原　麻代

１３：３０－１４：００
町田　知之コアクロス アクアビクス（シェイプ） ボディジャムテック

１３：４５-１４：００
１３：１５-１４：１５ 背泳ぎ初級

オンラインレッスン 米川　めぐみ 金子　美里

30
（OLL）リラクゼーションヨガ １３：００-１４：１５ クロール中級 谷川　史子 スイミング中級

子供スクール少人数制スクール
１３：３０-１４：００ １３：３０-１４：００

小座野　清香水中腸活ウォーキング
１３：２０-１３：３５

荒巻　英絵 １３：００-１４：００30 河原　麻代

新井　優 アクアビクス（シェイプ）
１３：００-１３：３０ １２：４５-１３：４５

背骨コンディショニング
１３：０５-１３：３５ 川崎　美輪子 少人数制スクール

13:00 １２：４５-１３：１５ 13:00
１２：４５-１３：３０ ハワイアンフラ（初級） 水中腸活ウォーキング

１３：０５-１３：２０　　　久
嶋　江里子

ボディパンプ３０ 少人数制スクール １２：４５-１３：３０ ボディパンプ

金子　美里 温活ストレッチ１５
１２：４５-１３：００

大柳　里美

シェイプエアロ
水中温活ウォーキング

１２：４５-１３：００ ヨガ エクストリーム55（45分）河原　麻代

30 30
星野　景子 アクアビクス（シェイプ） HPまたは館内を

１２：１５-１３：００
水中温活ウォーキング

１２：４０-１２：５５
１２：３０-１３：００ ご確認ください。

ボディアタック３０

吉村　千里 久嶋　江里子マスターズ
スイミング

１１：４５-１２：４５ 荒巻　英絵 レスミルズインストラクター
米川　めぐみ

12:00
１１：４５－１２：２５ １１：４５－１２：２５ １１：３０-１２：４５ １１：４５-１２：３０ １１：４５-１２：３０荒巻　英絵 少人数制スクール 金子　美里 町田　知之

オンラインレッスン 金子　美里
12:00 １１：４５-１２：１５ １１：４５－１２：１５ １１：４５-１２：１５

シンプリーエアロ 少人数制スクール メガダンス４５ はじめて水泳 コアクロス 週替わりレッスン

30 30
（OLL）美腹トレーニング バタフライ初級 ハワイアンフラ（中級）
１１：３０-１２：００ １１：３０-１２：００

シンプリーエアロ ボディパンプ３０
ピラティス

１０：００－１３：１０
11:00

谷川　史子 酒井　順子 米川　めぐみ 小座野　清香 １０：００－１８：００ １０：００－１３：００ 浅井　玲
１０：３０－１１：３０

スイミングスクール １０：３０-１１：３０ スイミングスクール11:00 酒井　順子 １０：００－１３：４５

１０：３０－１１：３０
１０：３０－１２：３０ １０：３０－１２：３０ オンラインレッスン

１０：３０-１１：１５ １０：３０-１１：１５ １０：３０－１１：１０ １０：３０-１１：１５ １０：３０-１１：１５オンラインレッスン １０：３０-１１：１５ 体操スクール スイミングスクール
オンラインレッスン

スイミングスクール ボディバランス４５※ST 体操スクール スイミングスクール
１０：３０-１１：００ （骨盤ストレッチ） １０：３０-１１：００

子供スクール シンプリーエアロ （OLL）ボディバランス 子供スクール ボディコンバット４５ 体操スクール
（OLL）姿勢改善ピラティス ストレッチ

子供スクール 子供スクール フラダンス （OLL）ストレッチ

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

10:00

子供スクール 子供スクール 子供スクール 子供スクール
30 30

ヨガ（心）

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

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

木曜日 金曜日 土曜日
プール スタジオ1 スタジオ2 プール

月曜日 火曜日

コナミスポーツクラブ 武蔵浦和 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
2022年7月17日更新



水曜日

23:00 23:00

30

※毎週水曜日は休館日となります。
※祝祭日は特別タイムスケジュールとなります。

22:00 22:00

30 30

小座野 清香 ２０：３０-２１：４５ 第２スタジオ　事前予約５名

勝又　美佳
30

勝又　美佳

21:00
小座野　清香 小座野　清香 21:00

２０：３０-２１：３０ 勝又　美佳 石垣　雅子
日・祝 １０：００～１８：００土居　祥太郎

少人数制スクール ２０：１５-２１：１５
２０：３５-２１：２０ ２０：３５-２１：２０ 少人数制スクール 第２スタジオ　１５名

有料 第１スタジオ　事前予約２０名
土 １０：００～２０：００河原　麻代 ２０：２０-２１：２０

30 （中上級） 30
ボディアタック ２０：２０-２０：５０

ボディコンバットボディコンバット４５ ２０：２０-２１：２０ ２０：００-２１：１５ メガダンス４５

テクニカルエアロ
ボディコンバット 少人数制スクール アクアビクス（エンジョイ） ボディジャム 第１スタジオ　５０名

20:00 曜　日 営　業　時　間 20:00
松田　桃子 ボディジャム 木本　優太

スタジオクラス定員
月・火・木・金 １０：００～２２：００

30
ボディジャム45 １９：１５-２０：００ ボディパンプ45 １９：１５-２０：００

１９：３０-２０：１５ 勝又　美佳 １９：３０-２０：１５ 石垣　雅子

19:00 星野　景子 19:00

【有料プログラムマーク】　　別途都度代金を頂くクラスです。

ボディアタック４５ シェイプエアロ
【スクールマーク】　 スクール会員対象クラスです。30

30

【　マーク表記に関して　】オンラインレッスン
１８：１０-１９：１０腸活腹筋トレーニング

１８：４５-１９：００
小座野　清香

【安心マーク】　　初めての方、低体力者の方も安心です。

１７：５０-１８：３５
ボディアタック（OLL）美腹トレーニング

小座野 清香30 １８：１５-１８：４５ 少人数制スクール

ダンシングスターズ30
１６：４５-２０：００

30

１７：００－１８：３０
メガダンス４５18:00 18:00

子供スクール １６：３０-１７：３０ ボディバランス３０※FX
17:00 17:00

子供スクール １６：５０-１７：２０

チアダンススクール 星野　景子 榎本 安修

１５：３０ー２０：００ 榎本　安修 石垣　雅子
30 30

ボディジャム

少人数制スクール １５：３０-１６：１５
16:00

小座野　清香
16:00

１５：４５-１６：３０ １５：３０-１６：３０ 神田　京太郎

１５：３０ー２０：００ １５：３０ー２０：００

１５：１５-１６：００
（中上級）

石垣　雅子 元吉　清美 ボディコンバット４５１５：００－１９：００ １５：００－１９：００
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

30 （骨盤矯正） 30

子供スクール 子供スクール 子供スクール １５：１５-１６：００ オリジナルエアロ
スイミング４５１５：１５-１６：１５

１４：３０-２０：００
１５：００-１５：３０

ボディパンプ オリジナル健康体操 ヒップホップ
体操スクール 星野　景子 体操スクール オンラインレッスン

15:00 谷口　裕子 １４：４５-１５：１５ 15:00

子供スクール 子供スクール
（OLL）背骨コンディショニング 石垣　雅子

１４：５０-１５：３５ 安藤　乙葉

１４：２５-１５：１０ １４：３０-１５：００
１４：３０-１５：１５ クロール初級

スイミングスクール ボディバランス４５※FX 金子　美里

30 メガダンス４５ 30

子供スクール
スイミング上級 町田　知之 町田　裕美子 新井　優 元吉　清美 シェイプエアロ

１４：００-１４：３０
１４：００-１４：４５ １４：００-１４：４５ １４：００-１４：４５ １３：３０－１８：４０星野　景子 １４：１０-１４：４０ 寺田　郁美

14:00
ボディジャム３０ 堀井　江佐子 ボディコンバット４５ ボディアタック４５ バレトン ウォーク＆ジョグ

寺田　郁美
１４：００-１４：３０ アクアビクス（エンジョイ）

金子　美里 金子　美里
スイミングスクール14:00 新井　優 １３：４５-１４：１５ １３：４５-１４：１５

河原　麻代

コアクロス 少人数制スクール
１３：３０-１４：００ １３：３０-１４：００ １３：３０－１４：００

町田　知之１３：３５-１４：０５ アクアビクス（シェイプ） ボディジャムテック
１３：４５-１４：００ １３：１５-１４：１５

30
（OLL）リラクゼーションヨガ １３：００-１４：１５ クロール中級 谷川　史子 スイミング中級

子供スクール

背泳ぎ初級
オンラインレッスン 米川　めぐみ

小座野　清香水中腸活ウォーキング
１３：２０-１３：３５

荒巻　英絵 １３：００-１４：００30 河原　麻代

新井　優 アクアビクス（シェイプ）
１３：００-１３：３０ １２：４５-１３：４５

背骨コンディショニング
１３：０５-１３：３５ 川崎　美輪子 少人数制スクール

13:00 １２：４５-１３：１５ 13:00
１２：４５-１３：３０ ハワイアンフラ（初級） 水中腸活ウォーキング

１３：０５-１３：２０
久嶋　江里子

ボディパンプ３０ 少人数制スクール １２：４５-１３：３０ ボディパンプ

金子　美里 温活ストレッチ１５
１２：４５-１３：００

大柳　里美

シェイプエアロ
水中温活ウォーキング

１２：４５-１３：００
ヨガ エクストリーム55（45分）河原　麻代

30 30
星野　景子 アクアビクス（シェイプ） HPまたは館内を

１２：１５-１３：００
水中温活ウォーキング

１２：４０-１２：５５
１２：３０-１３：００ ご確認ください。

ボディアタック３０

吉村　千里 久嶋　江里子
マスターズ
スイミング

１１：４５-１２：４５ 荒巻　英絵 レスミルズインストラクター
米川　めぐみ

12:00
１１：４５－１２：２５ １１：４５－１２：２５ １１：３０-１２：４５ １１：４５-１２：３０ １１：４５-１２：３０荒巻　英絵 少人数制スクール 金子　美里 町田　知之

メガダンス４５ はじめて水泳 コアクロス 週替わりレッスン金子　美里
12:00 １１：４５-１２：１５ １１：４５－１２：１５ １１：４５-１２：１５

30 30
バタフライ初級 ハワイアンフラ（中級）

１１：３０-１２：００
シンプリーエアロ ボディパンプ３０

ピラティス シンプリーエアロ 少人数制スクール

11:00
谷川　史子 酒井　順子 米川　めぐみ 酒井　順子 小座野　清香 １０：００－１８：００ １０：００－１３：００ 浅井　玲

１０：３０－１１：３０

１０：３０-１１：１５ １０：３０-１１：３０ スイミングスクール11:00
１０：００－１３：４５ １０：００－１３：１０

１０：３０－１１：３０
１０：３０－１２：３０ １０：３０－１２：３０ オンラインレッスン

１０：３０-１１：１５ １０：３０-１１：１５ １０：３０-１１：１５ １０：３０-１１：１５オンラインレッスン １０：３０-１１：１５ 体操スクール スイミングスクール
オンラインレッスン

スイミングスクール

スイミングスクール ボディバランス４５※ST 体操スクール スイミングスクール
１０：３０-１１：００ （骨盤ストレッチ） １０：３０-１１：００ （骨盤ストレッチ）

子供スクール
ストレッチ （OLL）ボディバランス 子供スクール ボディコンバット４５ 体操スクール

（OLL）姿勢改善ピラティス ストレッチ
子供スクール 子供スクール フラダンス （OLL）ストレッチ

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

10:00

子供スクール 子供スクール 子供スクール 子供スクール
30 30

ヨガ（心）

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

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

木曜日 金曜日 土曜日
プール スタジオ1 スタジオ2 プール

月曜日 火曜日

コナミスポーツクラブ 武蔵浦和 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
2022年8月17日更新


