
時間 1日（土） 2日（日）

場所 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階

8:00

9:00 松本tr★★

10:00 松本tr★★ 美馬tr★★

11:00 松本tr★ 上岡                
FlowingYoga

美馬ir           
ピラティス

12:00 上岡ir      
Yoga

13:00

14:00 治久丸tr★

15:00 松本tr★★ 美馬tr★★

16:00 治久丸tr★★ 朱音ir       
Yoga

美馬ir           
ピラティス

17:00 治久丸tr★★ 上岡                
FlowingYoga

18:00 治久丸tr★★★

19:00

20:00

21:00

開始時刻

8:00

時間ブロック

1時間
グループレッスン 
スケジュール

2023年4月

トレーニングレッスンレベル：3段階　★★★



時間 ３日（月） ４日（火） ５日（水） ６日（木） ７日（金） ８日（土） ９日（日）

場所 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階

8:00

9:00 松本tr★★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★★ 上岡ir     　　 
朝Yoga

松本tr★★ 美馬ir           
ピラティス

治久丸tr★★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★★ 松本tr★★

10:00 松本tr★★★ 松本tr★★★ 美馬tr★★ 治久丸tr★★★ 松本tr★★ 松本tr★★ 美馬tr★★

11:00 松本tr★ 松本tr★ 上岡ir 
FlowingYoga

松本tr★ 美馬ir           
ピラティス

治久丸tr★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★ 上岡ir 
FlowingYoga

松本tr★ 上岡                
FlowingYoga

美馬ir           
ピラティス

12:00 上岡ir               
yoga

上岡ir      
Yoga

13:00 上岡ir      Yoga 上岡ir               
ｱｼｭﾀﾝｶﾞyoga

14:00 松本tr★★ 松本tr★★ 松本tr★★ 治久丸tr★ 上岡tr★★ 治久丸tr★

15:00 松本tr★★ 治久丸tr★★★ 松本tr★★★ 上岡tr★★ 松本tr★★★ 松本tr★★ 美馬tr★★

16:00 朱音ir       
Yoga

美馬tr★★★ 美馬ir           
ピラティス

上岡tr★★ 治久丸tr★★ 朱音ir       
Yoga

上岡tr★★ 上岡ir       
Yoga

治久丸tr★★ 治久丸tr★★ 朱音ir       
Yoga

美馬ir           
ピラティス

17:00 上岡tr★★ 治久丸tr★★★ 治久丸tr★★★ 上岡tr★★ 治久丸tr★★ 治久丸tr★★ 上岡                
FlowingYoga

18:00 優花tr★★★ 上岡                
FlowingYoga

美馬tr★★ 美馬tr★★ 美馬tr★★ 治久丸tr★★★ 上岡ir       
Yoga

治久丸tr★★★

19:00 上岡tr★★ 朱音ir       
Yoga

治久丸tr★★ 美馬ir           
ピラティス

治久丸tr★ 美馬ir           
ピラティス

美馬tr★★ 上岡                
FlowingYoga

朱音ir       
Yoga

治久丸tr★

20:00 上岡tr★★ 治久丸tr★★ 治久丸tr★★ 上岡tr★ 治久丸tr★★★

21:00

開始時刻

8:00

時間ブロック

1時間
グループレッスン 
スケジュール

2023年4月

トレーニングレッスンレベル：3段階　★★★



時間 １０日（月） １１日（火） １２日（水） １３日（木） １４日（金） １５日（土） １６日（日）

場所 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階

8:00

9:00 松本tr★★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★★ 上岡ir     　　 
朝Yoga

治久丸tr★★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★★ 松本tr★★

10:00 松本tr★★★ 松本tr★★★ 治久丸tr★★★ 松本tr★★ 松本tr★★ 松本tr★★ 美馬tr★★

11:00 松本tr★ 松本tr★ 上岡ir 
FlowingYoga

治久丸tr★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★ 上岡ir 
FlowingYoga

松本tr★ 上岡                
FlowingYoga

美馬ir           
ピラティス

12:00 上岡ir               
yoga

上岡ir      
Yoga

13:00 上岡ir      
Yoga

上岡ir               
ｱｼｭﾀﾝｶﾞyoga

14:00 松本tr★★ 松本tr★★ 治久丸tr★ 松本tr★ 上岡tr★★ 治久丸tr★

15:00 松本tr★★ 治久丸tr★★★ 上岡tr★★ 治久丸tr★★ 松本tr★★★ 松本tr★★ 美馬tr★★

16:00 上岡★★★ 美馬ir　　　　
ピラティス

美馬ir           
ピラティス

上岡tr★★ 朱音ir       
Yoga

上岡tr★★ 朱音ir       
Yoga

治久丸tr★★ 上岡ir       
Yoga

治久丸tr★★ 治久丸tr★★ 朱音ir       
Yoga

美馬ir           
ピラティス

17:00 上岡tr★★ 治久丸tr★★★ 上岡tr★★ 美馬tr★★ 治久丸tr★★ 治久丸tr★★ 上岡                
FlowingYoga

18:00 優花tr★★★ 上岡                
FlowingYoga

美馬tr★★ 美馬tr★★ 治久丸tr★★ 朱音ir       
Yoga

治久丸tr★★★ 上岡ir       
Yoga

治久丸tr★★★

19:00 上岡tr★★ 治久丸tr★★ 美馬ir           
ピラティス

美馬tr★★ 上岡                
FlowingYoga

朱音ir       
Yoga

治久丸tr★★ 美馬ir           
ピラティス

治久丸tr★

20:00 上岡tr★★ 治久丸tr★★ 上岡tr★ 治久丸tr★ 治久丸tr★★★

21:00

開始時刻

8:00

時間ブロック

1時間
グループレッスン 
スケジュール

2023年4月

トレーニングレッスンレベル：3段階　★★★



時間 １７日（月） １８日（火） １９日（水） ２０日（木） ２１日（金） ２２日（土） ２３日（日）

場所 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階

8:00

9:00 松本tr★★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★★ 上岡ir     　　 
朝Yoga

治久丸tr★★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★★ 松本tr★★

10:00 松本tr★★★ 松本tr★★★ 治久丸tr★★★ 松本tr★★ 松本tr★★ 松本tr★★ 美馬tr★★

11:00 松本tr★ 松本tr★ 上岡ir 
FlowingYoga

治久丸tr★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★ 上岡ir 
FlowingYoga

松本tr★ 上岡                
FlowingYoga

美馬ir           
ピラティス

12:00 上岡ir               
yoga

上岡ir      
Yoga

上岡ir      
Yoga

13:00 上岡ir      
Yoga

上岡ir               
ｱｼｭﾀﾝｶﾞyoga

14:00 松本tr★★ 松本tr★★ 治久丸tr★★ 松本tr★ 上岡tr★★ 治久丸tr★

15:00 松本tr★★ 治久丸tr★★★ 上岡tr★★★ 治久丸tr★★ 松本tr★★★ 松本tr★★ 美馬tr★★

16:00 朱音ir       
Yoga

美馬tr★★★ 美馬ir           
ピラティス

上岡tr★★ 美馬tr★★ 上岡ir      
Yoga

朱音ir       
Yoga

治久丸tr★★ 上岡ir       Yoga 治久丸tr★★ 治久丸tr★★ 朱音ir       
Yoga

美馬ir           
ピラティス

17:00 上岡tr★★ 治久丸tr★★★ 上岡tr★★★ 美馬tr★★ 治久丸tr★★ 治久丸tr★★ 上岡                
FlowingYoga

18:00 優花tr★★★ 上岡                
FlowingYoga

美馬tr★★ 美馬tr★★ 治久丸tr★★ 朱音ir       
Yoga

治久丸tr★★★ 上岡ir       
Yoga

治久丸tr★★★

19:00 上岡tr★★ 朱音ir       
Yoga

治久丸tr★★ 美馬ir           
ピラティス

美馬ir            
ピラティス

上岡ir      
Yoga

治久丸tr★★ 美馬ir           
ピラティス

治久丸tr★

20:00 上岡tr★★ 治久丸tr★★ 美馬tr★★ 治久丸tr★ 治久丸tr★★★

21:00

開始時刻

8:00

時間ブロック

1時間
グループレッスン 
スケジュール

2023年4月

トレーニングレッスンレベル：3段階　★★★



時間 ２４日（月） ２５日（火） 2６日（水） ２７日（木） ２８日（金） ２９日（土） ３０日（日）

場所 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階 スタジオ① スタジオ② ２階

8:00

9:00 松本tr★★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★★ 上岡ir     　　 
朝Yoga

治久丸tr★★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★★ 松本tr★★ 美馬ir           
ピラティス

10:00 松本tr★★★ 松本tr★★★ 治久丸tr★★★ 松本tr★★ 松本tr★★ 松本tr★★ 美馬tr★★

11:00 松本tr★ 松本tr★ 上岡ir 
FlowingYoga

治久丸tr★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★ 美馬ir           
ピラティス

松本tr★ 上岡ir 
FlowingYog
a

松本tr★ 美馬ir           
ピラティス

12:00 上岡ir               
yoga

上岡ir      
Yoga

13:00 上岡ir      
Yoga

上岡ir               
ｱｼｭﾀﾝｶﾞyoga

14:00 松本tr★★ 松本tr★★ 治久丸tr★★ 松本tr★ 上岡tr★★ 美馬tr★

15:00 松本tr★★ 治久丸tr★★★ 上岡tr★★★ 治久丸tr★★ 松本tr★★★ 松本tr★★ 美馬tr★★

16:00 朱音ir       
Yoga

美馬tr★★★ 美馬ir           
ピラティス

上岡tr★★ 美馬tr★★ 上岡ir      
Yoga

朱音ir       
Yoga

治久丸tr★★ 上岡ir       
Yoga

治久丸tr★★ 美馬ir           
ピラティス

美馬ir           
ピラティス

17:00 上岡tr★★ 治久丸tr★★★ 上岡tr★★★ 美馬tr★★ 治久丸tr★★ 美馬tr★★

18:00 優花tr★★★ 上岡                
FlowingYoga

美馬tr★★ 美馬tr★★ 治久丸tr★★ 朱音ir       
Yoga

治久丸tr★★★ 上岡ir       
Yoga

19:00 上岡tr★★ 朱音ir       
Yoga

治久丸tr★★ 美馬ir           
ピラティス

美馬ir            
ピラティス

上岡ir      
Yoga

治久丸tr★★ 美馬ir           
ピラティス

治久丸tr★

20:00 上岡tr★★ 治久丸tr★★ 美馬tr★★ 治久丸tr★ 治久丸tr★★★

21:00

開始時刻

8:00

時間ブロック

1時間 グループレッスン 
スケジュール

2023年4月

トレーニングレッスンレベル：3段階　★★★


