
定期コース

体育室 大人(高校生以上)

定期コース

体育室 親子・子供

定期コース

アリーナ

当日参加コース(都度払い)

体育室 大人(高校生以上)

体育室１ 体育室２ 体育室１ 体育室２ メイン(北) メイン(南) サブ 体育室１ 体育室２ 体育室１ 体育室２ メイン(北) メイン(南) サブ 体育室１ 体育室２

【注意事項】

・社会情勢等により、教室開催時間や日程が変更となる場合がございます。

・開催期間中に、対象年齢に達していればご参加いただけます。

・定期コースの体験は「お1人様１教室１回まで」お受けできます。

・開催中の教室は、料金日割り計算にてお申込いただけます。

・応募総数が定員を超えてしまった場合、抽選となります。予めご了承ください。

10:00 10:00

30 30

親子フィットリトミック

【小布施】

10:20～11:20

わんぱく親子体操

【中田】

10:20～11:2011:00

9:00 9:00

テニス

一般：初級・初中級

【コスモテニスカレッヂ】

9:00～10:20

親子で体操名人

【小布施】

9:00～10:00

よちよち親子体操

【中田】

9:00～10:00

テニス

一般：初級・初中級

【コスモテニスカレッヂ】

9:00～10:20

30 30

いきいき健康エクササイズ

【佐々木】

9:30～10:30

ヨーガ

【Tetsuya】

9:30～10:30

11:00

はじめてエアロ

【田口】

10:50～11:50

ほぐしヨーガ

【宮澤】

9:30～10:30

いきいき健康体操

【広島】

9:30～10:30

ピラティス

【佐賀】

9:30～10:30

かんたんストリートダンス

【佐々木】

10:50～11:50

アロマヨーガ

【尾代】

10:50～11:50

大田区総合体育館スポーツ教室　2022年度第4期（2023年1月～3月分）
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STEP初級

【田口】

12:10～13:10

30 30

13:00 13:00

かんたんピラティス

【岡田】

13:00～14:00

テニス

一般：初級

【コスモテニスカレッヂ】

13:00～14:20

ヨーガ

【尾代】

13:00～14:00

30 30

ピラティス

【岡田】

11:40～12:40

ピラティス

【平出】

11:40～12:40

やさしいヨーガ

【尾代】

11:40～12:40

太極拳(基礎)

【麗華】

11:40～12:40

12:00 12:00

ジャズダンス

【永井】

12:00～13:00

タップダンス

【天野(俊)】

12:10～13:10

テニス

一般：初級・初中級

【コスモテニスカレッヂ】

10:50～12:10

ベリーダンス

【桜井】

10:50～11:50

アロマストレッチ45

【広島】

10:50～11:35

テニス

一般：初級・初中級

【コスモテニスカレッヂ】

10:50～12:10

キッズ空手50

【重久】

16:10～17:00

キッズ(体操)アカデミー

【調整中】

16:10～17:10

14:00

30 30

フラダンス

【emilio(エミリオ)】

14:20～15:20

歪み改善

【森田】

14:20～15:20

カキラ

(姿勢美容エクササイズ)

【佐藤(由)】

14:20～15:20

バレトン

14:20～15:20

【天野(正)】気功

【服部】

14:40～15:40

15:00 15:00

テニス

一般：初級

【コスモテニスカレッヂ】

13:00～14:20

太極拳(応用)

【麗華】

13:00～14:00

30 30

太極拳

【服部】

13:20～14:20

かんたんバレエ

【石井】

13:30～14:30

はじめてのヨーガ

【尾代】

13:30～14:30

やさしいヨーガ

【toco】

13:30～14:30

アロマヨーガ

【井口】

13:30～14:30

14:00

やさしいヨーガ

【尾代】

12:10～13:10

骨盤エクササイズ

【toco】

12:10～13:10

30 30

ジュニアHIPHOP(入門)

【星野】

16:20～17:10バスケットボール(ミドル)

【東京羽田ヴィッキーズ】

16:40～17:50

バスケットボール(ミドル)

【東京羽田ヴィッキーズ】

16:40～17:50

17:00

30

フットサル(ビギナー)

【フウガドールすみだ】

15:30～16:30

バスケットボール(ビギナー)

【東京羽田ヴィッキーズ】

15:30～16:30

フットサル(ビギナー)

【フウガドールすみだ】

15:30～16:30

バスケットボール(ビギナー)

【東京羽田ヴィッキーズ】

15:30～16:30

キッズダンス50

【益田】

15:40～16:30

キッズビート体操50

【黄木】

15:40～16:30

キッズビート体操50

【新】

15:40～16:30

16:00

キッズチアダンス50

【小平】

16:00～16:50

はじめてのフラメンコ

【東(あずま)】

14:50～15:50

テニス

シニア

【コスモテニスカレッヂ】

14:50～15:40

デトックスヨーガ

【toco】

14:50～15:50

テニス

シニア

【コスモテニスカレッヂ】

14:50～15:40

キッズバレエ50

【山内】

15:00～15:50

30

16:00

キッズチアダンス50

【久保江】

16:00～16:50

30 30

ジュニア空手

【重久】

17:20～18:20

ジュニアHIPHOP(基礎)

【酒井】

17:20～18:20

ジュニアトリッキング

【Daisuke】

17:30～18:30

テニス

ジュニア（高学年）

【コスモテニスカレッヂ】

17:30～18:20

ジュニアHIPHOP(基礎)

【星野】

17:30～18:30

テニス

ジュニア（高学年）

【コスモテニスカレッヂ】

17:30～18:20

ジュニアバレエ(中級)

【山内】

17:30～18:30

18:00

フットサル(ミドル)

【フウガドールすみだ】

16:45～18:15

フットサル(ミドル)

【フウガドールすみだ】

16:45～18:15

17:00

ジュニアダンス

【益田】

16:50～17:50

ジュニアビート運動塾

（低学年）

【黄木】

16:50～17:50

ジュニアビート運動塾

（低学年）

【新】

16:50～17:50

ジュニアチアダンス

(ベーシック)

【小平】

17:10～18:10

ジュニアチアダンス

(ベーシック)

【久保江】

17:10～18:10
18:00

バスケットボール(アッパー)

【東京羽田ヴィッキーズ】

18:00～19:10

キッズHIPHOP50

【酒井】

16:10～17:00

テニス

ジュニア（低学年）

【コスモテニスカレッヂ】

16:10～17:00

テニス

ジュニア（低学年）

【コスモテニスカレッヂ】

16:10～17:00

ジュニアバレエ(初級)

【山内】

16:10～17:10

19:00

マインドフルネスヨーガ

【Natuki】

18:50～19:5030 30

ピラティス

【平出】

19:30～20:30

HIP HOP

【伊藤】

19:30～20:30

ジュニアビート運動塾

（高学年）

【黄木】

18:10～19:10

ジュニアビート運動塾

（高学年）

【新】

18:10～19:10

30 30

骨盤エクササイズ

【toco】

18:30～19:30
フットサル(アッパー)

【フウガドールすみだ】

18:30～20:00

ジュニアチアダンス

(アドバンス)

【小平】

18:30～19:30

ジュニアチアダンス

(アドバンス)

【久保江】

18:30～19:30

フットサル(アッパー)

【フウガドールすみだ】

18:30～20:00

ジュニア空手

＜中級＞

【重久】

18:40～19:40

ストライクボクシング

【BRAFT黒沢】

18:50～19:50

マーシャルワークアウト45

【BRAFT黒沢】

20:10～20:55

【ユニフォーム購入 について】

※フットサル、バスケットボール、HIP HOP、チアダンススクールにご参加の際は、

 「共通のユニフォーム」をご購入いただく必要がございます。

・フットサル：シャツ、パンツ、靴下セット：11,000円(税込)

・バスケットボール：ハーフパンツ、Tシャツ、マスクセット：11,000円(税込)

・HIPHOP、チアダンス ：Tシャツ：2,970円(税込)

 【当日参加コースについて（都度払い）】

・【 １レッスン 1,100円(税込)/回 】にてご参加いただけます。

・お申込みは、開始30分前に整理券を配布いたします。

　券売機にてチケットをお買い求めの上、参加証とともに受付にご提示ください。

・各教室、定員制となっております。

　整理券配布後、定員になり次第受付終了となります。

・回数券もご利用いただけます。詳細は、受付までお問い合わせください。

【体験について】

・「お1人様１教室１回まで」お受けできます。

・開催中の期の途中からでも(料金日割り計算にて)お申込いただけます。

・体験当日のお申込みの際は、

　体験料をお支払料金総額に充当させていただきます。

・定員に達しているクラスは、

　体験お申込みをお断りする場合がございます。

・体験料金は「体験料金一覧」をご確認ください。

ヨーガ45

【Natuki】

20:10～20:55

30 30

月　ＭＯＮ 火　ＴＵＥ 水　ＷＥＤ 木　THR 金　ＦＲＩ

大人の

フットサルクリニック

【フウガドールすみだ】

19:30～21:00

＊不定期開催

バスケットボール

(プレユース)

【東京羽田ヴィッキーズ】

19:30～21:00

美容骨盤エクササイズ

【土屋】

19:30～20:30

20:00 20:00

やさしいヨーガ

【toco】

19:50～20:50

ピラティス

【佐賀】

19:50～20:50

フラダンス

【emilio(エミリオ)】

20:00～21:00

やさしいヨーガ

【天野(正)】

20:00～21:00

アロマヨーガ

【小野】

18:40～19:40

19:00

◆上記以外の定期コースクラス

◆バスケットボール 

◆フットサル

◆テニス 

体験料金一覧(１回あたり)

2,400円(税込)

2,300円(税込)

3,000円(税込)

【ミドル・アッパー】

1,600円(税込)

【プレユース】

【ビギナー・ミドル・アッパー】

【ビギナー】

【高学年】

【低学年】

【シニア】

【一般】 2,500円(税込)

2,100円(税込)

1,900円(税込)

1,950円(税込)

1,800円(税込)

保護者のみ

保護者のみ

店頭用

・・・・室内履き必要

・・・・要マスク着用

・・・・ウェア購入

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/71/8c/6de4130f66b9e428a9b8359f87cce1f0.jpg&imgrefurl=http://blog.goo.ne.jp/m3nkya/e/bfbafd1fd9052d8822e2ccc49e3b553c&h=400&w=400&tbnid=ya0MrgjyxF8IrM:&zoom=1&docid=0WzGxuKmt0hDRM&ei=81D4U4b4I8Lm8AXX8IKIAQ&tbm=isch&ved=0CCAQMygDMAM&iact=rc&uact=3&dur=665&page=1&start=0&ndsp=20
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/71/8c/6de4130f66b9e428a9b8359f87cce1f0.jpg&imgrefurl=http://blog.goo.ne.jp/m3nkya/e/bfbafd1fd9052d8822e2ccc49e3b553c&h=400&w=400&tbnid=ya0MrgjyxF8IrM:&zoom=1&docid=0WzGxuKmt0hDRM&ei=81D4U4b4I8Lm8AXX8IKIAQ&tbm=isch&ved=0CCAQMygDMAM&iact=rc&uact=3&dur=665&page=1&start=0&ndsp=20
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/71/8c/6de4130f66b9e428a9b8359f87cce1f0.jpg&imgrefurl=http://blog.goo.ne.jp/m3nkya/e/bfbafd1fd9052d8822e2ccc49e3b553c&h=400&w=400&tbnid=ya0MrgjyxF8IrM:&zoom=1&docid=0WzGxuKmt0hDRM&ei=81D4U4b4I8Lm8AXX8IKIAQ&tbm=isch&ved=0CCAQMygDMAM&iact=rc&uact=3&dur=665&page=1&start=0&ndsp=20
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/71/8c/6de4130f66b9e428a9b8359f87cce1f0.jpg&imgrefurl=http://blog.goo.ne.jp/m3nkya/e/bfbafd1fd9052d8822e2ccc49e3b553c&h=400&w=400&tbnid=ya0MrgjyxF8IrM:&zoom=1&docid=0WzGxuKmt0hDRM&ei=81D4U4b4I8Lm8AXX8IKIAQ&tbm=isch&ved=0CCAQMygDMAM&iact=rc&uact=3&dur=665&page=1&start=0&ndsp=20
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/71/8c/6de4130f66b9e428a9b8359f87cce1f0.jpg&imgrefurl=http://blog.goo.ne.jp/m3nkya/e/bfbafd1fd9052d8822e2ccc49e3b553c&h=400&w=400&tbnid=ya0MrgjyxF8IrM:&zoom=1&docid=0WzGxuKmt0hDRM&ei=81D4U4b4I8Lm8AXX8IKIAQ&tbm=isch&ved=0CCAQMygDMAM&iact=rc&uact=3&dur=665&page=1&start=0&ndsp=20
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/71/8c/6de4130f66b9e428a9b8359f87cce1f0.jpg&imgrefurl=http://blog.goo.ne.jp/m3nkya/e/bfbafd1fd9052d8822e2ccc49e3b553c&h=400&w=400&tbnid=ya0MrgjyxF8IrM:&zoom=1&docid=0WzGxuKmt0hDRM&ei=81D4U4b4I8Lm8AXX8IKIAQ&tbm=isch&ved=0CCAQMygDMAM&iact=rc&uact=3&dur=665&page=1&start=0&ndsp=20
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/71/8c/6de4130f66b9e428a9b8359f87cce1f0.jpg&imgrefurl=http://blog.goo.ne.jp/m3nkya/e/bfbafd1fd9052d8822e2ccc49e3b553c&h=400&w=400&tbnid=ya0MrgjyxF8IrM:&zoom=1&docid=0WzGxuKmt0hDRM&ei=81D4U4b4I8Lm8AXX8IKIAQ&tbm=isch&ved=0CCAQMygDMAM&iact=rc&uact=3&dur=665&page=1&start=0&ndsp=20
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/71/8c/6de4130f66b9e428a9b8359f87cce1f0.jpg&imgrefurl=http://blog.goo.ne.jp/m3nkya/e/bfbafd1fd9052d8822e2ccc49e3b553c&h=400&w=400&tbnid=ya0MrgjyxF8IrM:&zoom=1&docid=0WzGxuKmt0hDRM&ei=81D4U4b4I8Lm8AXX8IKIAQ&tbm=isch&ved=0CCAQMygDMAM&iact=rc&uact=3&dur=665&page=1&start=0&ndsp=20

