
2016年 6/27(月)～7/6（水） オープンクラス レッスンスケジュール

※学芸大学スタジオは改装工事の為、お休みになります。

横浜スタジオ 津田沼スタジオ 日本橋スタジオ センター南ｽﾀｼﾞｵ 小平スタジオ

11:00 - 12:40 11:00 - 12:40 11:00 - 12:40
初級 初級 初級
荒井奈保 藤﨑英恵 米山友理

プチ ポアント 13:10 プチ ポアント 13:10
13:00 - 14:30
ポアント基礎
荒井奈保

19:30 - 21:10
初中級
広瀬文香

11:00 - 12:40 11:30 - 13:10 11:00 - 12:40 11:00 - 12:40
基礎 基礎 基礎 基礎
齊藤 翔 櫻井直子 加藤幸子 齋藤里菜

18:20 - 18:50
バレエバー
仙石理絵

19:30 - 21:10 19:00 - 20:40 19:00 - 20:40 19:00 - 20:30
初級 初級 初級 ポアント基礎
児玉彩香 寺島 穂 齋藤里菜 仙石理絵
プチ ポアント 21:40 プチ ポアント 21:10 プチ ポアント 21:10 （バレエシューズ可）

11:00 - 12:40 11:00 - 12:40 11:00 - 12:40
初級 初級 初級
齋藤里菜 竹内千乃 吉竹ゆかり
プチ ポアント 13:10 プチ ポアント 13:10 プチ ポアント 13:10

19:30 - 21:10 19:30 - 21:10 19:00 - 20:40 19:00 - 20:30
初級 初中級 基礎 初級
名倉詩織 米倉大陽 妹尾弥矢子 寺島　穂
プチ ポアント 21:40 プチ ポアント 21:40

11:00 - 12:40 11:00 - 12:40 11:00 - 12:40 11:00 - 12:40 10:30 - 12:10
初中級 基礎 中級 基礎 初級
大村由紀 木田真祐子 荒井奈保 塩塚 玲 江口 紅葉
プチ ポアント 13:10 プチ ポアント 13:10 プチ ポアント 13:10

19:30 - 21:10 19:30 - 21:10
初中級 初級
粕谷麻美 中村聖子
プチ ポアント 21:40

11:00 - 12:40 11:00 - 12:40 11:00 - 12:40 11:00 - 12:40
初級 初級 ポアント初級 初級
川村智由美 藤﨑英恵 荒井奈保 広瀬文香

プチ ポアント 13:10 プチ ポアント 13:10

19:30 - 21:10 19:00 - 20:40 19:20 - 21:00
基礎 初級 初級
築地有子 児玉彩香 名倉詩織
プチ ポアント 21:40 プチ ポアント 21:10

10:30 - 12:10 10:30 - 12:10 11:00 - 12:40
初級 初中級 初級
広瀬文香 石田かおり 加藤幸子

プチ ポアント 12:40
12:30 - 14:00 13:20 - 15:00
ポアント初中級 15:00 - 16:40 基礎
中村聖子 基礎 木田真祐子

17:20 - 19:00 大重香菜
18:10 - 19:50 初中級
初級 中村聖子
妹尾弥矢子 プチ ポアント 19:30
プチ ポアント 20:20

6/27(月)

6/28(火)

6/29(水)

6/30(木)

7/1(金)

7/2(土)



横浜スタジオ 津田沼スタジオ 日本橋スタジオ センター南ｽﾀｼﾞｵ 小平スタジオ

11:00 - 12:40 11:00 - 12:40 11:00 - 12:40 12:00 - 13:40 10:30 - 12:10

初級 初級 初級 初級 初級

瀧川道代 妹尾弥矢子 佐藤侑里 山内陽子 寺島　穂

プチ ポアント 13:10 プチ ポアント 14:10 プチ ポアント 12:40

13:10 - 14:40 13:00 - 14:30

ポアント初級 ポアント基礎

広瀬文香 妹尾弥矢子

14:50 - 16:30

初級

細田佳七江

プチ ポアント 17:00

11:00 - 12:40 11:00 - 12:40 11:00 - 12:40
初級 初級 初級
荒井奈保 藤﨑英恵 米山友理

プチ ポアント 13:10 プチ ポアント 13:10
13:00 - 14:30
ポアント基礎
荒井奈保

19:30 - 21:10 19:40 - 21:20
初中級 初中級
広瀬文香 石田かおり

11:00 - 12:40 11:30 - 13:10 11:00 - 12:40 11:00 - 12:40
基礎 基礎 基礎 基礎
齊藤 翔 櫻井直子 加藤幸子 大重香菜

18:20 - 18:50
バレエバー
仙石理絵

19:30 - 21:10 19:00 - 20:40 19:00 - 20:40 19:00 - 20:30
初級 初級 初級 ポアント基礎
児玉彩香 寺島 穂 佐藤侑里 仙石理絵
プチ ポアント 21:40 プチ ポアント 21:10 プチ ポアント 21:10 （バレエシューズ可）

11:00 - 12:40 11:00 - 12:40 11:00 - 12:40
初級 初級 初級
齋藤里菜 竹内千乃 吉竹ゆかり
プチ ポアント 13:10 プチ ポアント 13:10 プチ ポアント 13:10

19:30 - 21:10 19:30 - 21:10 19:00 - 20:40 19:15 - 21:00 19:00 - 20:30
初級 初中級 基礎 中級 初級
名倉詩織 米倉大陽 妹尾弥矢子 中村聖子 寺島　穂
プチ ポアント 21:40 プチ ポアント 21:40 プチ ポアント 21:30

横浜スタジオ     TEL: 050-7572-7835              津田沼スタジオ     TEL: 047-407-0650
横浜市西区浅間町1-13-1 浅間町ビル6Ｆ              習志野市谷津1-16-1 モリシア１F

日本橋スタジオ     TEL: 050-3331-8200              センター南スタジオ     TEL: 045-530-5792
中央区日本橋富沢町4-10 京成日本橋富沢町ビル地下１階             横浜市都筑区茅ケ崎中央6番1号 サウスウッド3階

7/4(月)

7/5(火)

7/6(水)

7/3(日)

横浜駅西口より徒歩

10分 

横浜駅西口を出ます。

高島屋をぬけて信号

を渡り、川の横並木

道をまっすぐです。東

急インの看板がある

信号をわたり、モス

バーガーを過ぎ先の

角にあります。ビルは、

青い柱と 1F 体育進学

センターが目印です。 

東京メトロ日比谷線・

都営浅草線 

「人形町」駅より徒歩

３分 

人形町駅 出口Ａ4を

出ます。 

◎JR津田沼駅南

口より徒歩2分 

◎新京成線 新津

田沼駅より徒歩10

分 

◎京成線 京成津

田沼駅徒歩14分 

モリシア１階 

横浜市営地下鉄

（ブルーライン、グ

リーンライン） 

「センター南」駅前 

サウスウッド3階 


