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ハタヨガ50

光田
13:00～13:50

サウンドサーキット30
横本

22:00

21:30齋藤
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22:00
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20:00横本
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サウンドサーキット30

20:15～20：45

20:00
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19:00 19:00
サウンドサーキット30
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17：40～18：40

（小学生）
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19:30
ボディリリース45
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（初級・中級） （中級）
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17：40～18：40
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18:00

17:30 キッズダンス キッズダンス キッズダンス
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14:00 初中級 13：15～14：15 かんたんに踊れる
平泳ぎバタフライ30
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ダンスエアロ45 シェイプアップエアロ60

濱田14:00～15:00
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中務

12:00 三木 12:0011:45～12:15
松永佳
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11:00～12:00 はじめてエアロ30
11：20～12：00 11：30～12：00

かんたんエアロ45 かんたんエアロ60
11:10～12:10 吉清

11:30 11:00～11:45 レクレーション40 初中級 11：00～11：40 11:3011:00～11:45 11:00～11:45
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アクアビクス40 ストレッチ＆体幹30 11:00わくわくエアロ60 10:30～11:15
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11:00 フォーム改善＆ 中島 やさしいクロール
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初中級
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かんたん四泳法45

青竹ほぐし体操30 10:30中務
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