
 

火曜日

コナミスポーツクラブ北小金    　　　　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 金曜日 土曜日 日曜日

第1スタジオ 第2スタジオ プール 第1スタジオ 第2スタジオ

オリジナルステップ
（中上級）

プール

10:00 10:00

OｙZスクール
30 30

シンプリーエアロ

プール 第1スタジオ 第2スタジオ プール 第1スタジオ 第2スタジオプール 第1スタジオ 第2スタジオ プール 第1スタジオ 第2スタジオ

(スタンディングフロー) 10:30-11:15 LesMILLS barre 10:30-11:15 ボディバランス
10:30-11:10

健美操 バレトン ヨガ（心） 健美操 シンプリーエアロ

マルチステップ
（初中級）

30
神原　あゆみ

11:00
平泳ぎ初級 半田 紀子 クロール初級 中村 律子 栄森 容子守田　弥香 NORIKO

10:45-11:45

10:30-11:3011:00 大倉 昌子 守田 弥香
10:30-11:15 10:45-11:15 吉野 さと美

11:00-11:30 11:00-11:30
笠原 典子

10:15-11:15
10:30-11:10 10:30-11:15

12:00

11:45-12:30 トレーニング サーキットエクササイズ１ ボディジャム45 腰痛ケアアクア 11:45-12:30

30

ZUMBA (ゴールド) 骨盤調整 ジャズダンス 腸活体操
11：15-12：25 ZUMBA 11：15-12：25 シェイプエアロ 11：15-12：25

子どもスクール
（ベビースイミング）

子どもスクール
（ベビースイミング）

子どもスクール
（ベビースイミング）

安藤 知子 安藤 知子

11:45-12:30

12:30-13:00
鈴木　由美

梨岡　千紘
2コース使用 ２コース使用 ２コース使用

12:00 11:45-12:15

平敷 礼生奈 清水 節子
健康体操

12:15-12:45

12:00-12:30 12:00-12:30
豊田 洋子 11:45-12:45 12:00-12:45

30

NORIKO スイムフォーム 12:15-13:00

NORIKO 長谷山 留美 骨盤エクササイズ 笠原 典子

13:00 12:45-13:30

13:00-14:00 平敷 礼生奈 安藤 知子 ボディパンプ45

週替わり有料レッスン
安藤 知子

ボディパンプ45
開催日、レッスン、
担当者は下記に
記載しております

13:00-13:30 13:00-13:30
バレエストレッチ 13:00-13:40 13:00-13:40

川本 友子

12:30-13:15

(OLL)ボディ
バランス45※ST

13:00-13:45

横田　慎吾

30
大倉　昌子

13:00
ステップアップ

＆
ロコモ・フィット

スイミング中級 ストレッチ＆ウォーク シンプリーエアロ シンプリーエアロ

太極拳
30

子どもスクール【定員20名】

14:00-14:30
３コース使用

30 守田　弥香 椛沢 真利子

豊田 洋子 13:15-14:15

【定員20名】

13:15-14:00 アクアビクス 13:20-14:05

13:30-14:00 小山　亮樹
NORIKO

30 14:15-15:00 10/9・23

14:00

週替わりレッスン

吉田 悦子
12：30-16：30

30

シェイプエアロ 吉田 悦子 ボディバランス45※FX 14:15-15:00 バタフライ中級 (入門クラス)
子どもスクール椛沢 真利子

14:10-14:40 豊田　洋子 14:05-14:50
神原　あゆみメガダンス45

チアダンス

13:45-14:45

子どもスクール

志村 栄司
【定員20名】 10/2・16・30 14:00

アクアビクス
シェイプエアロ ボディバランス45※FX

アクアビクス

15:00 14:45-15:15

30

ボディパンプ ヨガ（心）

ボディコンバット45 ボディジャム45
14:30-15:00

14:30-15:15 コアクロス 14:30-15:15 守田 弥香 NORIKO
清水 節子

開催日、レッスン
担当者は右記に
記載しております

インナーシェイプ

ヨガ

15:05-16:05

小野 竜

守田 弥香 横田　慎吾 チアダンス

15:00-16:00

子どもスクール

宇梶　成美 梨岡　千紘
３コース使用

ボディコンバット45

14:35-15:20 12：30-17：30

バレエ
15:20-16:05

シェイプエアロ
15:30-16:15

(初級クラス)

梨岡　千紘

16:45-17:30

15：15-19：30 15：15-19：30

∼カラダ　リセット∼ ヨガ（心）
子どもスクール 子どもスクール 子どもスクール

15:00

30

ヒップホップ

15:30-16:15

30

ヨガ ストリートダンス
（中級）

16:00 15:40-16:25 16:00

15:45-16:45 15:45-16:30 神原　あゆみ
ハワイアンフラ

海東 幸二

椛沢 真利子
大倉 昌子

宇梶　成美

30

30

16:00-17:15

30

17:30-18:15
16：30-19：45

第2スタジオ週替わり有料レッスン12:45-13:30
18:00

海東 幸二椛沢 真利子 小野 竜
30 30

３コース使用 空手キッズ ３コース使用 ３コース使用 マスターズスイミング

※２コース使用

15：15-19：30

【定員20名】

メガダンス45
17:00 17:00

30

【　マーク表記に関して　】
19:00 19:00

ジャズダンス ボディウエイト
トレーニング

ヨガ（体）
【整理券マーク】　ご参加には整理券が必要となります。

19:00-19:45
30

海東 幸二 吉田 悦子 ヒップホップ コナミスポーツクラブ　北小金【スクールマーク】　　別途参加料金が必要になります。
　　　　　　　　　　　　　（月額で参加費をいただいているクラス）

吉田　悦子 ボディパンプ45

19:00-19:45
19:00-20:00 【変更マーク】　今月より変更があったクラスとなります。

21:00 20:45-21:30

１０：００～２２：００
30

20:15-21:00 背泳ぎ初級 20:15-21:00 【定員】

20:30-21:00 第１スタジオ：２５名　/　第2スタジオ：１４名

吉田 悦子 神原　あゆみ

ヨガ（体） ボディバランス45※ST【定員20名】 コナミスポーツクラブをご利用いただき、誠にありがとうございます
皆さまが快適にご利用いただくために、以下の内容についてお願い申し上げます。

30
月・水・木・金

横田　慎吾 ■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■
曜　日 営　業　時　間

■ 営業時間のご案内 ■20:00

１０：００～１８：００

土 １０：００～１９：００柳沼 里奈 ※ボディパンプ・ステップアップ＆ロコモフィットは２０名となります

嶋田　直人 遠藤 晟大 【定員20名】 ●1クラスの有料予約枠は最大10枠までとなります

SAEKI貞　喜代彦

スイミング中級 コアクロス ●9月よりメンバーサービス（WEB）でのご予約は有料となります

宇梶 成美21:00-21:30 21:00-21:30 ●1クラスごとにご予約は330円(税込) となります

日　・　祝日

19:45-20:30

(OLL)ボディコンバット45

20:15-21:00

(OLL)ボディコンバット45

20:15-21:00

16:30-17:30

30 30
● 当日整理券はレッスン開始30分前より、６階フロント前カウンターになります

※祝祭日は特別プログラムとなります。
※毎週火曜日は休館日となります。

※ 当日ご参加の方が定員数をオーバーした場合は抽選となります

22:00

豊田 洋子

13:15-14:15

小野　竜

バランスヨガ

●マスクの着用をお願いいたします 22:00

21:00

ボディパンプ45

20:00

宇梶　成美
※ 最少催行人数は5名となり、開催は3営業日前にHPで掲載致します

19:30-20:15 【有料マーク】　別途参加料金が必要になります。 （事前申込み制）

18:00

清水・柳沼 

子どもスクール

ダンシングスターズ

16：45-18：30

子どもスクール

ダンシングスターズ

18：40-19：25

子どもスクール

11:00-12:00

10/1 ・ 10/15

笠原 典子

今田　三恵子

大倉 昌子

16:45-17:30 16:30-17:30

11:45-12:30

有

有

有

有

終
日
フ
リ
ー
遊
泳

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有



 

火曜日

松浦　博之

30
● 当日整理券はレッスン開始30分前より、６階フロント前カウンターになります

※祝祭日は特別プログラムとなります。
※毎週火曜日は休館日となります。

※ 当日ご参加の方が定員数をオーバーした場合は抽選となります

30

コナミスポーツクラブをご利用いただき、誠にありがとうございます
皆さまが快適にご利用いただくために、以下の内容についてお願い申し上げます。

営　業　時　間

【　マーク表記に関して　】

今田　三恵子

大倉 昌子 海東 幸二椛沢 真利子 小野 竜

16:00

15:20-16:05
シェイプエアロ 小野 竜

22:00

１０：００～１８：００

16:30-17:30

15:00

30

21:00
スイミング中級 コアクロス

宇梶 成美

１０：００～１９：００※ボディパンプ・ステップアップ＆ロコモフィットは２０名となります

●1クラスごとにご予約は330円(税込) となります

●1クラスの有料予約枠は最大10枠までとなります

21:00-21:30 21:00-21:30

日　・　祝日

神原　あゆみ ボディパンプ45

土柳沼 里奈

●9月よりメンバーサービス（WEB）でのご予約は有料となります

22:00 ●マスクの着用をお願いいたします

20:00 19:45-20:30
宇梶 成美

30
月・水・木・金 １０：００～２２：００【定員】


第１スタジオ：２５名　/　第2スタジオ：１４名
20:15-21:00 バタフライ初級 20:15-21:00

20:30-21:00
吉田 悦子

嶋田　直人 遠藤 晟大 【定員20名】
30

21:00 20:45-21:30

19:00-19:45 ヒップホップ
19:00-20:00

吉田　悦子 ボディパンプ45 19:30-20:15

曜　日
ヨガ（体） ボディバランス45※ST【定員20名】

【有料マーク】　別途参加料金が必要になります。 （事前申込み制）

■ 営業時間のご案内 ■

19:00 19:00

ジャズダンス ボディウエイト
トレーニング

ヨガ（体）
【整理券マーク】　ご参加には整理券が必要となります。

20:00

小野 竜
※ 最少催行人数は5名となり、開催は3営業日前にHPで掲載致します

横田　慎吾 ■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■

【変更マーク】　今月より変更があったクラスとなります。
30 30

海東 幸二 吉田 悦子 ボディコンバット45 コナミスポーツクラブ　北小金
19:15-20:15

【スクールマーク】　　別途参加料金が必要になります。
　　　　　　　　　　　　　（月額で参加費をいただいているクラス）

19:00-19:45

16：30-19：4518:00
16：45-19：25

18:00

清水・柳沼 

子どもスクール
子どもスクール

※２コース使用

30 30

第2スタジオ週替わり有料レッスン12:45-13:30

17:00 17:00

小野 竜 16:45-17:30 16:30-17:30 16:45-17:30

15：15-19：30 15：15-19：30 15：15-19：30

∼カラダ　リセット∼ ボディバランス45※FX

子どもスクール 子どもスクール 子どもスクール

30 30

３コース使用 空手キッズ ３コース使用 ３コース使用 マスターズスイミング
ダンシングスターズ

17:30-18:15

16:00-17:15

守田 弥香 小野 竜 チアダンス

15:00-16:00

子どもスクール

ボディバランス３０宇梶　成美 梨岡　千紘
３コース使用 ＆テクニック講座

ボディコンバット45

14:35-15:20 12：30-17：30

バレエ ヒップホップ

30

ボディバランス45※FX ヨガ ストリートダンス
（中級）

【定員20名】

16:30-17:15 メガダンス45

15:00 14:45-15:15
【ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟﾝﾌﾟ定員20名】

30

16:00

15:45-16:45 15:45-16:30 神原　あゆみ
ハワイアンフラ

海東 幸二

椛沢 真利子
大倉 昌子

宇梶　成美30

15:00-16:00

ボディパンプ ヨガ（心） 15:30-16:15
(初級クラス)

15:30-16:15
梨岡　千紘

15:40-16:25

14:00
志村 栄司

【定員20名】 9/4・18・25

ボディパンプ45
アクアビクス 14:00-14:30

吉田 悦子

30

ボディコンバット45
開催日、レッスン
担当者は右記に
記載しております

ボディジャム45
14:30-15:00

14:30-15:15 コアクロス 14:30-15:15 守田 弥香 NORIKO
清水 節子

30 守田　弥香 椛沢 真利子

豊田 洋子 13:15-14:15

【定員20名】

30

シェイプエアロ 吉田 悦子 ボディバランス45※FX 14:15-15:00 クロール中級 (入門クラス)
子どもスクール椛沢 真利子

14:10-14:40 豊田　洋子 14:05-14:50
３コース使用メガダンス45 週替わりレッスン 横田　慎吾

30

13:15-14:00 アクアビクス 13:20-14:05 小野 竜 子どもスクール
13:30-14:00 担当者は右記に

記載しておりますNORIKO チアダンス

13:45-14:45

子どもスクール

14:15-15:00 9/11

9/24  横田慎吾

14:00
アクアビクス

シェイプエアロ

12：30-16：30

安藤 知子 ボディパンプ45

ステップアップ
＆

ロコモ・フィット

スイミング中級 ウォーク＆ジョグ シンプリーエアロ シンプリーエアロ

13:00-13:30 13:00-13:30

太極拳 バレエストレッチ 13:00-13:40 13:00-13:40 13:00-13:45
13:00-14:00 平敷 礼生奈

9/3  守田弥香

9/10  守田弥香

9/17  大谷佳子

12:00 11:45-12:15 12:00

11:45-12:30 トレーニング サーキットエクササイズ１ ボディジャム45

12:00-12:45 健康体操 NORIKO 長谷山 留美

腰痛ケアアクア 11:45-12:30 11:45-12:30 11:45-12:30梨岡　千紘
2コース使用 ２コース使用

骨盤エクササイズ 笠原 典子

12:15-13:15 12:30-13:00
鈴木　由美

平敷 礼生奈 清水 節子
30

大倉　昌子
30

NORIKO スイムフォーム 12:15-13:00

２コース使用12:00-12:30 12:00-12:30
豊田 洋子 11:45-12:45

(OLL) 骨盤エクササイズ

12:30-13:00
週替わり有料レッスン

安藤 知子

ボディコンバット45
開催日、レッスン、
担当者は下記に
記載しております

13:00
豊田 洋子

12:45-13:30 13:00

30

ZUMBA (ゴールド) 骨盤調整 ジャズダンス 腸活体操
11：15-12：25 ZUMBA 11：15-12：25 シェイプエアロ

子どもスクール
（ベビースイミング）

子どもスクール
（ベビースイミング）

子どもスクール
（ベビースイミング）

安藤 知子 安藤 知子

11：15-12：25

30
神原　あゆみ

２コース使用
11:00

背泳ぎ初級 半田 紀子 平泳ぎ初級 中村 律子 栄森 容子守田　弥香 NORIKO
10:45-11:45

10:30-11:3011:00 大倉 昌子 守田 弥香
10:30-11:15 10:45-11:15 吉野 さと美

11:00-11:30 11:00-11:30
笠原 典子

10:15-11:15 10：15-11：15
10:30-11:15 (スタンディングフロー) 10:30-11:15 LesMILLS barre 10:30-11:15 ボディバランス

10:30-11:10

健美操 バレトン ヨガ（心） 健美操 シンプリーエアロ

10:00

OｙZスクール ファミリープール
30 30

シンプリーエアロ

プール 第1スタジオ 第2スタジオ プール 第1スタジオ 第2スタジオプール 第1スタジオ 第2スタジオ プール 第1スタジオ 第2スタジオ

オリジナルステップ
（中上級）

10:00

10:30-11:10

コナミスポーツクラブ北小金    　　　　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 金曜日 土曜日 日曜日

第1スタジオ 第2スタジオ プール 第1スタジオ 第2スタジオ プール

有

有

有

有

有

終
日
フ
リ
ー
遊
泳

有

有

有

有

有

有

有

有

有


