
ウップス!! スタジオレッスン＆オンライン
6月7日(日) 6月8日(月) 6月9日(火) 6月10日(水) 6月11日(木) 6月12日(金) 6月13日(土)

《11:00～12:00》 
スタジオレッスン＆
オンライン生配信 
HIPHOP初級 
担当:小倉誠 

スタジオ 定員先着10名              
                          

《14:00～14:40》 
オンラインレッスン 
コンテ初級 
担当:菜々子 

《17:00～18:00》 
スタジオレッスン＆
オンライン生配信
JAZZ初中級 
担当:小倉圭子         

スタジオ 定員先着10名                                                  

《16:00～16:40》 
オンラインレッスン 
フリースタイル入門 
担当:SATOSHI 

《17:00～18:00》 
スタジオレッスン＆
オンライン生配信 
JAZZ初級 
担当:小倉圭子 

スタジオ 定員先着10名               
                              

《18:30～19:30》 
スタジオレッスン＆
オンライン生配信
HIPHOP初級 
担当:小倉誠 

スタジオ 定員先着10名                                                   

《20:00～20:40》 
オンラインレッスン 
STREET JAZZ 
担当:光延恵子        

《16:00～17:00》 
スタジオレッスン＆
オンライン生配信 
HIPHOPキッズ＆ジュニア 
担当:小倉誠 

スタジオ 定員先着10名  
             

《17:00~17:40》 
オンラインレッスン 

JAZZ入門 
担当:小倉圭子 

《18:15~18:55》 
オンラインレッスン 
バレエ基礎 
担当:佐藤祐基 

《19:15~19:55》 
オンラインレッスン 
バレエ初級 
担当:佐藤祐基

《16:00～17:00》 
スタジオレッスン＆
オンライン生配信 
HIPHOP初級 
担当:小倉誠 

スタジオ 定員先着10名   
　　　　　　

《17:30～18:10》 
オンラインレッスン 
フリースタイル初中級 
担当:SATOSHI 

《19:00~19:40》 
オンラインレッスン 

JAZZ初級 
担当:小倉圭子 

《20:15~20:55》 
オンラインレッスン 
HIPHOP中級 
担当:CHIHIRO 

《16:30~17:10》 
オンラインレッスン 
バレエエクササイズ 　 
&ムーブメント 
担当:木目田実乙 

《18:00～19:00》 
スタジオレッスン＆
オンライン生配信
JAZZ初中級 
担当:小倉圭子 

スタジオ 定員先着10名    

《19:30~20:10》 
オンラインレッスン 
HIPHOP初中級 
担当:小倉誠 

《16:30～17:30》 
スタジオレッスン＆
オンライン生配信 
JAZZキッズ＆ジュニア 
担当:小倉圭子 

スタジオ 定員先着10名  
               

《18:00~19:00》 
オンラインレッスン 
コンテ初中級 
担当:平木杏梨 

《19:30~20:10》 
オンラインレッスン 

JAZZ初級 
担当:小倉圭子 

《10:00～11:15》 
オンラインレッスン　 
アカデミークラス    
担当:小倉誠 

見学会11:00~11:15 

《14:00～15:15》 
オンラインレッスン 
育成クラス               
バレエ 

担当:佐藤祐基 
見学会15:00~15:15 

※青文字はスタジオレッスン＆生配信、緑文字はオンラインレッスンのみです。オンライン＆生配信はどなたでも受講できます     
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DANCE STUDIO OOPS!!レッスンスケジュール
青文字はスタジオレッスン、緑文字はオンラインレッスンです。 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
《10:30～11:45》 
コンテ初級 
担当:菜々子 

《16:15～17:00》 
ジュニアJAZZ　　　
担当:小倉圭子 

                            
《17:15～18:15》 

JAZZ初級 
担当:小倉圭子 

                                  
《18:30～19:30》 
HIPHOP初級 
担当:小倉誠 

                                       
《19:45～21:00》　 
STREET JAZZ 
担当:光延恵子         

対象：小学5年以上　　　
       

《16:15～17:00》  
キッズHIPHOP                
担当:小倉誠 

《18:15~19:30》 
バレエ初級 
担当:佐藤祐基        

           　　　　　　　　
《19:45~21:00》 
 バレエ中級 
担当:佐藤祐基        

           

《16:15～17:15》 
HIPHOP初級 
担当:小倉誠 

　　　　　　
《17:30～18:45》 
FREE STYLE 
担当:SATOSHI            
対象：小学2年以上　　　

　 
《19:00~20:15》 
HIPHOP中級 
担当:CHIHIRO                
対象：小学5年以上　　　

         

《16:30~17:15》 
オンラインレッスン 
バレエ講座　　　　 
&ムーブメント　　　
4回コース　　　　   

担当:木目田実乙 

《17:45～18:45》 
JAZZ初級 
担当:小倉圭子 

《19:00～20:00》 
LOCK 初級 
担当:ダイチ                                      　

　　　　　　　　　　　
《20:15～21:30》 
LOCK 初中級 
担当:ダイチ                

        

《16:30～17:15》 
キッズJAZZ 
担当:小倉圭子  

                
《17:30～18:30》 

JAZZ初級 
担当:小倉圭子 

《18:45~20:00》 
バレエ初級 
担当:佐藤祐基 

《20:15~21:30》 
JAZZ初中級 
担当:小倉圭子 

《 9:30～13:00》　 
アカデミークラス 
 担当:小倉誠 
 CHIHIRO 
小倉圭子

                   　　　　　
　　　　                          　

《13:30～18:45》 
育成               　　　                       

バレエ 佐藤祐基　　　
コンテ 平木杏梨　　　　
THEATER 小倉圭子 

     　　　　　　          　



表1

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

《16:15～17:00》 《16:30~17:10》 《16:30～17:15》 《10:00～11:15》　

オンラインレッスン オンラインレッスン キッズJAZZ アカデミークラス

FREE STYLE入門 バレエ講座　　　　　   　担当:小倉圭子 担当:小倉誠

担当:SATOSHI &ムーブメント　   　 《12:00～13:15》

担当:木目田実乙

《16:15～17:00》 《17:00～17:45》 《16:00～17:00》 《17:45～18:45》 《16:30～17:15》 《12:00～13:15》

ジュニアJAZZ キッズHIPHOP           HIPHOP初級 JAZZ初級 キッズJAZZ コンテンポラリー 　　　

担当:小倉圭子 対象：小学2年以上

担当:小倉圭子 担当:小倉誠 担当:小倉誠 担当:小倉圭子 担当:菜々子

                            
《17:15～18:15》

《18:15~19:45》 　　　　　　
《17:30～18:30》

《17:30~18:45》 《14:00～16:30》

JAZZ初級 バレエ初級 FREE STYLE 《19:00～20:00》 バレエ初中級 育成クラス

担当:佐藤祐基

担当:小倉圭子 担当:佐藤祐基       担当:SATOSHI LOCK 初級 担当:佐藤祐基 平木杏梨

                                  
《18:30～19:30》

           　　　　　　　　
《18:15~19:45》

対象：小学2年以上　　 担当:eat                                        　
　　　　　　　　　　　

担当:小倉圭子 小倉圭子

HIPHOP初級  バレエ初級 《19:00~20:00》 LOCK 初中級 《19:00~20:15》

担当:小倉誠 担当:佐藤祐基     HIPHOP中級 担当:eat    

                                      担当:CHIHIRO            JAZZ初中級

《19:45～21:00》　 対象：小学5年以上　 担当:小倉圭子

STREET JAZZ

担当:光延恵子         対
象：小学5年以上　　　       
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