
スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール

シナプソロジーシナプソロジーシナプソロジーシナプソロジー＆＆＆＆ 水中運動水中運動水中運動水中運動 シナプソロジーシナプソロジーシナプソロジーシナプソロジー＆＆＆＆

ウェーブストレッチウェーブストレッチウェーブストレッチウェーブストレッチ 9:45～9:559:45～9:559:45～9:559:45～9:55 ストレッチポールストレッチポールストレッチポールストレッチポール

9:30～10:009:30～10:009:30～10:009:30～10:00 9:30～10:009:30～10:009:30～10:009:30～10:00 猿木猿木猿木猿木 9:30～10:009:30～10:009:30～10:009:30～10:00 9:30～10:009:30～10:009:30～10:009:30～10:00 9:30～10:009:30～10:009:30～10:009:30～10:00

中井中井中井中井 西村西村西村西村 片岡片岡片岡片岡 西村西村西村西村 9:30～10:159:30～10:159:30～10:159:30～10:15 片岡片岡片岡片岡

10:00～10:3010:00～10:3010:00～10:3010:00～10:30 すこやかすこやかすこやかすこやか太極拳太極拳太極拳太極拳

10:15～10:3510:15～10:3510:15～10:3510:15～10:35 10:15～10:4510:15～10:4510:15～10:4510:15～10:45 猿木猿木猿木猿木 10:15～10:3510:15～10:3510:15～10:3510:15～10:35 10:15～10:4510:15～10:4510:15～10:4510:15～10:45 10:15～10:4510:15～10:4510:15～10:4510:15～10:45 10:15～10:4510:15～10:4510:15～10:4510:15～10:45

中井中井中井中井 10:20～10:5010:20～10:5010:20～10:5010:20～10:50 飯田飯田飯田飯田 （（（（入門入門入門入門・・・・初級初級初級初級・24・24・24・24式式式式）））） 西村西村西村西村 西村西村西村西村 西村西村西村西村 10:20～10:5010:20～10:5010:20～10:5010:20～10:50 片岡片岡片岡片岡

片岡片岡片岡片岡 腰痛体操腰痛体操腰痛体操腰痛体操 片岡片岡片岡片岡 10:15～11:0010:15～11:0010:15～11:0010:15～11:00

10:15～11:1510:15～11:1510:15～11:1510:15～11:15 10:40～11:0010:40～11:0010:40～11:0010:40～11:00 猿木猿木猿木猿木

刀根刀根刀根刀根 西村西村西村西村 10:50～11:2010:50～11:2010:50～11:2010:50～11:20

10:45～11:3010:45～11:3010:45～11:3010:45～11:30 10:45～11:3010:45～11:3010:45～11:3010:45～11:30 10:45～11:3010:45～11:3010:45～11:3010:45～11:30 片岡片岡片岡片岡

笹原笹原笹原笹原 11:00～11:4511:00～11:4511:00～11:4511:00～11:45

ストレッチストレッチストレッチストレッチ 市川市川市川市川

11:40～12:0011:40～12:0011:40～12:0011:40～12:00 11:00～12:0011:00～12:0011:00～12:0011:00～12:00 11:00～12:0011:00～12:0011:00～12:0011:00～12:00 11:00～12:0011:00～12:0011:00～12:0011:00～12:00 11:00～12:0011:00～12:0011:00～12:0011:00～12:00 11:15～12:0011:15～12:0011:15～12:0011:15～12:00

飯田飯田飯田飯田 片岡片岡片岡片岡・・・・清水清水清水清水 11:30～12:1511:30～12:1511:30～12:1511:30～12:15 11:10～12:1011:10～12:1011:10～12:1011:10～12:10 太田太田太田太田ちちちち 猿木猿木猿木猿木 辻辻辻辻・・・・西村西村西村西村・・・・中村中村中村中村 橋本橋本橋本橋本 11:30～12:1511:30～12:1511:30～12:1511:30～12:15

谷谷谷谷 片岡片岡片岡片岡・・・・西村西村西村西村 猿木猿木猿木猿木

ボールボールボールボール

12:15～12:4512:15～12:4512:15～12:4512:15～12:45 12:15～12:4512:15～12:4512:15～12:4512:15～12:45 12:10～12:4012:10～12:4012:10～12:4012:10～12:40 コンディショニングコンディショニングコンディショニングコンディショニング

MACHIKOMACHIKOMACHIKOMACHIKO 片岡片岡片岡片岡 12:20～12:5012:20～12:5012:20～12:5012:20～12:50 中村中村中村中村

12:00～13:0012:00～13:0012:00～13:0012:00～13:00 12:30～13:0012:30～13:0012:30～13:0012:30～13:00 清水清水清水清水 12:15～13:0012:15～13:0012:15～13:0012:15～13:00 12:15～13:0012:15～13:0012:15～13:0012:15～13:00

下岡下岡下岡下岡 谷谷谷谷 森本森本森本森本 12:30～13:1512:30～13:1512:30～13:1512:30～13:15 筒井筒井筒井筒井

12:50～13:2012:50～13:2012:50～13:2012:50～13:20 太田太田太田太田ちちちち 12:50～13:2012:50～13:2012:50～13:2012:50～13:20

片岡片岡片岡片岡 13:00～13:3013:00～13:3013:00～13:3013:00～13:30 中村中村中村中村

片岡片岡片岡片岡 13:00～13:4513:00～13:4513:00～13:4513:00～13:45

筒井筒井筒井筒井

13:00～14:0013:00～14:0013:00～14:0013:00～14:00 13:30～14:0013:30～14:0013:30～14:0013:30～14:00 13:30～14:0013:30～14:0013:30～14:0013:30～14:00 13:30～14:0013:30～14:0013:30～14:0013:30～14:00 13:15～14:0013:15～14:0013:15～14:0013:15～14:00 13:15～14:0013:15～14:0013:15～14:0013:15～14:00 13:30～14:0013:30～14:0013:30～14:0013:30～14:00

太田太田太田太田ちちちち 清水清水清水清水 奥村奥村奥村奥村ひひひひ 西村西村西村西村 磯田磯田磯田磯田 奥田奥田奥田奥田 清水清水清水清水 13:15～14:1513:15～14:1513:15～14:1513:15～14:15

下岡下岡下岡下岡

レベルアップレベルアップレベルアップレベルアップ太極拳太極拳太極拳太極拳

14:10～14:4014:10～14:4014:10～14:4014:10～14:40 14:10～14:4014:10～14:4014:10～14:4014:10～14:40 14:10～14:4014:10～14:4014:10～14:4014:10～14:40

(入門(入門(入門(入門・24・42・48・24・42・48・24・42・48・24・42・48式)式)式)式) 清水清水清水清水 西村西村西村西村 清水清水清水清水

14:15～15:0014:15～15:0014:15～15:0014:15～15:00 14:15～15:0014:15～15:0014:15～15:0014:15～15:00 14:00～15:0014:00～15:0014:00～15:0014:00～15:00

14:15～15:1514:15～15:1514:15～15:1514:15～15:15 笹原笹原笹原笹原 14:15～15:1514:15～15:1514:15～15:1514:15～15:15 藤原藤原藤原藤原 小薮小薮小薮小薮

刀根刀根刀根刀根 シナプソロジーシナプソロジーシナプソロジーシナプソロジー＆＆＆＆ 下岡下岡下岡下岡

ストレッチポールストレッチポールストレッチポールストレッチポール

15:15～15:4515:15～15:4515:15～15:4515:15～15:45 15:15～15:4515:15～15:4515:15～15:4515:15～15:45

北山北山北山北山 西村西村西村西村

ストレッチポールストレッチポールストレッチポールストレッチポール

18:00～18:2018:00～18:2018:00～18:2018:00～18:20

藤田藤田藤田藤田

18:20～18:5018:20～18:5018:20～18:5018:20～18:50

18:30～19:0018:30～19:0018:30～19:0018:30～19:00 藤原藤原藤原藤原

18:30～19:1518:30～19:1518:30～19:1518:30～19:15 18:30～19:1518:30～19:1518:30～19:1518:30～19:15 飯田飯田飯田飯田 　　　　・・・・１１１１週目週目週目週目 バタフライバタフライバタフライバタフライ

藤田藤田藤田藤田 18:40～19:2518:40～19:2518:40～19:2518:40～19:25 小薮小薮小薮小薮 　　　　・・・・２２２２週目週目週目週目 背泳背泳背泳背泳ぎぎぎぎ

田口田口田口田口 　　　　・・・・３３３３週目週目週目週目 平泳平泳平泳平泳ぎぎぎぎ

19:15～19:4519:15～19:4519:15～19:4519:15～19:45 19:00～19:4019:00～19:4019:00～19:4019:00～19:40 19:15～19:4519:15～19:4519:15～19:4519:15～19:45 19:15～19:4519:15～19:4519:15～19:4519:15～19:45 19:15～19:4519:15～19:4519:15～19:4519:15～19:45 　　　　・・・・４４４４週目週目週目週目 クロールクロールクロールクロール

片岡片岡片岡片岡 森本森本森本森本 武田武田武田武田 武田武田武田武田 中村中村中村中村 　　　　・・・・５５５５週目週目週目週目 おおおお楽楽楽楽しみしみしみしみ

19:15～20:0019:15～20:0019:15～20:0019:15～20:00 19:00～20:0019:00～20:0019:00～20:0019:00～20:00

19:15～20:1519:15～20:1519:15～20:1519:15～20:15 筒井筒井筒井筒井 藤原藤原藤原藤原

里美里美里美里美 19:50～20:2019:50～20:2019:50～20:2019:50～20:20 19:50～20:2019:50～20:2019:50～20:2019:50～20:20 19:50～20:2019:50～20:2019:50～20:2019:50～20:20 19:50～20:2019:50～20:2019:50～20:2019:50～20:20

19:30～20:3019:30～20:3019:30～20:3019:30～20:30 片岡片岡片岡片岡 武田武田武田武田 19:30～20:3019:30～20:3019:30～20:3019:30～20:30 武田武田武田武田 中村中村中村中村

筒井筒井筒井筒井 19:35～20:3519:35～20:3519:35～20:3519:35～20:35 19:50～20:3519:50～20:3519:50～20:3519:50～20:35 ＥｒｉＥｒｉＥｒｉＥｒｉ 20:15～20:4520:15～20:4520:15～20:4520:15～20:45

藤原藤原藤原藤原 大田大田大田大田やややや ＥＭＩＥＭＩＥＭＩＥＭＩ

20:30～21:0020:30～21:0020:30～21:0020:30～21:00 20:15～21:0020:15～21:0020:15～21:0020:15～21:00 20:15～21:0020:15～21:0020:15～21:0020:15～21:00

里美里美里美里美 20:35～21:0520:35～21:0520:35～21:0520:35～21:05 橋本橋本橋本橋本 ＥｒｉＥｒｉＥｒｉＥｒｉ

MACHIKOMACHIKOMACHIKOMACHIKO

20:45～21:3020:45～21:3020:45～21:3020:45～21:30 20:45～21:3020:45～21:3020:45～21:3020:45～21:30 20:45～21:3020:45～21:3020:45～21:3020:45～21:30 ※※※※参加人数参加人数参加人数参加人数がががが多多多多いいいい場合場合場合場合『『『『月曜月曜月曜月曜・・・・水曜水曜水曜水曜』』』』にににに

奥田奥田奥田奥田 20:50～21:3520:50～21:3520:50～21:3520:50～21:35 大田大田大田大田やややや 下岡下岡下岡下岡 　　　　於於於於いてもいてもいてもいても『『『『１１１１～～～～４４４４コースコースコースコース』』』』利用利用利用利用するするするする

藤原藤原藤原藤原 　　　　場合場合場合場合もございますもございますもございますもございます

※レッスン開始後の参加につきましては、ご遠慮下さい※レッスン開始後の参加につきましては、ご遠慮下さい※レッスン開始後の参加につきましては、ご遠慮下さい※レッスン開始後の参加につきましては、ご遠慮下さい

中級中級中級中級スイムスイムスイムスイム 中級中級中級中級スイムスイムスイムスイム

　　　　１１１１～～～～３３３３コースコースコースコース

水曜水曜水曜水曜 　　　　１１１１～～～～３３３３コースコースコースコース

アクアアクアアクアアクア３０３０３０３０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)★★★★

ピラティスピラティスピラティスピラティス４５４５４５４５
（（（（難易度難易度難易度難易度））））

★★★★

アクアアクアアクアアクア３０３０３０３０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)★★★★

＊＊＊＊ジュニアスイミングジュニアスイミングジュニアスイミングジュニアスイミング時間帯時間帯時間帯時間帯

月曜月曜月曜月曜

15：15～17：3015：15～17：3015：15～17：3015：15～17：30

  毎週  毎週  毎週  毎週　　　　月曜日月曜日月曜日月曜日～～～～金曜日金曜日金曜日金曜日

ヨガヨガヨガヨガ４５４５４５４５
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)

★★★★★★★★ 金曜金曜金曜金曜 　　　　１１１１～～～～４４４４コースコースコースコース

＊＊＊＊マスタースイムマスタースイムマスタースイムマスタースイム利用利用利用利用コースコースコースコース

フレックスホテルフレックスホテルフレックスホテルフレックスホテル　　　　スポーツクラブエグゼスポーツクラブエグゼスポーツクラブエグゼスポーツクラブエグゼ（（（（タイムテーブルタイムテーブルタイムテーブルタイムテーブル）　Ｈ）　Ｈ）　Ｈ）　Ｈ２９２９２９２９年年年年　6　6　6　6月月月月～　　　～　　　～　　　～　　　

月曜日月曜日月曜日月曜日 火曜日火曜日火曜日火曜日 水曜日水曜日水曜日水曜日 木曜日木曜日木曜日木曜日 金曜日金曜日金曜日金曜日 土曜日土曜日土曜日土曜日 日曜日日曜日日曜日日曜日

10:0010:0010:0010:00
アクアアクアアクアアクア３０３０３０３０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)★★★★

青竹青竹青竹青竹ふみふみふみふみ ココからココからココからココから体操体操体操体操①①①①

9:009:009:009:00
スタジオ

30303030
チビボールチビボールチビボールチビボール体操体操体操体操 チビボールチビボールチビボールチビボール体操体操体操体操ストレッチポールストレッチポールストレッチポールストレッチポール

エアロエアロエアロエアロ４５４５４５４５
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)

★★★★★★★★

覚覚覚覚えようえようえようえよう背泳背泳背泳背泳ぎぎぎぎ

30303030 ヌードルヌードルヌードルヌードル

シナプソロジーシナプソロジーシナプソロジーシナプソロジー＆＆＆＆
水中水中水中水中ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング
（（（（難易度難易度難易度難易度））））★★★★★★★★

水中水中水中水中ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)★★★★

12:0012:0012:0012:00

ヨガヨガヨガヨガ６０６０６０６０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)

★★★★

バラエティーエアロバラエティーエアロバラエティーエアロバラエティーエアロ４５４５４５４５
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)

★★★★★★★★
ベビースイミングベビースイミングベビースイミングベビースイミング ベビースイミングベビースイミングベビースイミングベビースイミング11:0011:0011:0011:00 エアロエアロエアロエアロ４５４５４５４５

(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)
★★★★★★★★★★★★

ワンポイントワンポイントワンポイントワンポイント

マスタースイムマスタースイムマスタースイムマスタースイム
（（（（中級中級中級中級ＢＢＢＢ・・・・上級上級上級上級））））

フィットネスフラフィットネスフラフィットネスフラフィットネスフラ

30303030 覚覚覚覚えようえようえようえよう平泳平泳平泳平泳ぎぎぎぎ

マスタースイムマスタースイムマスタースイムマスタースイム
（（（（初級初級初級初級・・・・中級中級中級中級ＡＡＡＡ・・・・上級上級上級上級））））

10:30～11:1510:30～11:1510:30～11:1510:30～11:15

ＢｏｄｙＢｏｄｙＢｏｄｙＢｏｄｙシェイプシェイプシェイプシェイプ30303030
マスタースイムマスタースイムマスタースイムマスタースイム

((((中級中級中級中級ＡＡＡＡ・・・・中級中級中級中級Ｂ）Ｂ）Ｂ）Ｂ）
エアロエアロエアロエアロ３０３０３０３０＆＆＆＆
ストレッチストレッチストレッチストレッチ
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)★★★★

アクアアクアアクアアクア４５４５４５４５
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)★★★★★★★★ バラエティーエアロバラエティーエアロバラエティーエアロバラエティーエアロ６０６０６０６０

(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)
★★★★★★★★★★★★★★★★

アクアアクアアクアアクア３０３０３０３０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)★★★★

泳泳泳泳ぎのぎのぎのぎの基本基本基本基本

ＢｏｄｙＢｏｄｙＢｏｄｙＢｏｄｙシェイプシェイプシェイプシェイプ

覚覚覚覚えようえようえようえよう
バタフライバタフライバタフライバタフライ

13:0013:0013:0013:00 初級初級初級初級スイムスイムスイムスイム 中級中級中級中級スイムスイムスイムスイム
第第第第１１１１週週週週

エアロエアロエアロエアロ６０６０６０６０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

11:30～12:3011:30～12:3011:30～12:3011:30～12:30

ステップステップステップステップ３０３０３０３０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)★★★★ アクアアクアアクアアクア４５４５４５４５

(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)★★★★★★★★★★★★
担当担当担当担当インストラクターインストラクターインストラクターインストラクター

太田ち太田ち太田ち太田ち

第第第第２２２２週週週週 笹　原笹　原笹　原笹　原

エアロエアロエアロエアロ４５４５４５４５
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)

★★★★★★★★

エアロエアロエアロエアロ４５４５４５４５
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)

★★★★★★★★

ピラティスピラティスピラティスピラティス６０６０６０６０
（（（（難易度難易度難易度難易度））））

★★★★★★★★

第第第第３３３３週週週週 太田ち太田ち太田ち太田ち

第１・５週

30303030
第第第第４４４４週週週週 奥村わ奥村わ奥村わ奥村わ

覚覚覚覚えようクロールえようクロールえようクロールえようクロール
エアロエアロエアロエアロ３０３０３０３０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)★★★★

何何何何でもアドバイスでもアドバイスでもアドバイスでもアドバイス バラエティースイムバラエティースイムバラエティースイムバラエティースイム
第第第第５５５５週週週週 奥村わ奥村わ奥村わ奥村わ

エアロエアロエアロエアロ４５４５４５４５
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)

★★★★★★★★

14:0014:0014:0014:00

ヨガヨガヨガヨガ６０６０６０６０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)

★★★★★★★★

セルフケアセルフケアセルフケアセルフケア
ボディーボディーボディーボディー

コントロールコントロールコントロールコントロール
ストレッチストレッチストレッチストレッチ

何何何何でもアドバイスでもアドバイスでもアドバイスでもアドバイス エアロエアロエアロエアロ４５４５４５４５
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)
★★★★★★★★★★★★

フィンスイムフィンスイムフィンスイムフィンスイム

14:00～14:4514:00～14:4514:00～14:4514:00～14:45

奥村奥村奥村奥村わわわわ

フィンスイムフィンスイムフィンスイムフィンスイム

第２・４週

14:00～14:4514:00～14:4514:00～14:4514:00～14:45

ヨガヨガヨガヨガ６０６０６０６０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)

★★★★

奥村奥村奥村奥村わわわわ うずめうずめうずめうずめ

第３週

14:00～15:0014:00～15:0014:00～15:0014:00～15:00

30303030

16:0016:0016:0016:00

18:0018:0018:0018:00

ヨガヨガヨガヨガ６０６０６０６０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)

★★★★★★★★

30303030

15:0015:0015:0015:00

バラエティースイムバラエティースイムバラエティースイムバラエティースイムエアロエアロエアロエアロ４５４５４５４５
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)

★★★★★★★★

初級初級初級初級スイムスイムスイムスイム

リラクゼーションリラクゼーションリラクゼーションリラクゼーション

エアロエアロエアロエアロ６０６０６０６０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)
★★★★★★★★★★★★★★★★

エアロエアロエアロエアロ３０３０３０３０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)★★★★ヨガヨガヨガヨガ４５４５４５４５

(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)
★★★★★★★★

  毎週  毎週  毎週  毎週　　　　土曜日土曜日土曜日土曜日

30303030

13：00～17：4513：00～17：4513：00～17：4513：00～17：45

エアロエアロエアロエアロ６０６０６０６０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)
★★★★★★★★★★★★★★★★

ヒップホップヒップホップヒップホップヒップホップ

＊＊＊＊バラエティースイムバラエティースイムバラエティースイムバラエティースイム
19:0019:0019:0019:00

エアロエアロエアロエアロ６０６０６０６０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)
★★★★★★★★★★★★★★★★

22:0022:0022:0022:00

※【難易度表記】　　◇エアロビクス【★１～★５】　　◇ヨガ【★１～★３】　　◇ピラティス【★１～★２】　　◇アクアビクス【★１～★３】　　◇水中ウォーキング【★１～★２】※【難易度表記】　　◇エアロビクス【★１～★５】　　◇ヨガ【★１～★３】　　◇ピラティス【★１～★２】　　◇アクアビクス【★１～★３】　　◇水中ウォーキング【★１～★２】※【難易度表記】　　◇エアロビクス【★１～★５】　　◇ヨガ【★１～★３】　　◇ピラティス【★１～★２】　　◇アクアビクス【★１～★３】　　◇水中ウォーキング【★１～★２】※【難易度表記】　　◇エアロビクス【★１～★５】　　◇ヨガ【★１～★３】　　◇ピラティス【★１～★２】　　◇アクアビクス【★１～★３】　　◇水中ウォーキング【★１～★２】

ＢｏｄｙＢｏｄｙＢｏｄｙＢｏｄｙシェイプシェイプシェイプシェイプ

アクアアクアアクアアクア３０３０３０３０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)★★★★

ヒップホップヒップホップヒップホップヒップホップ

エアロエアロエアロエアロ４５４５４５４５
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)

★★★★★★★★

21:0021:0021:0021:00

中級中級中級中級スイムスイムスイムスイム

上級上級上級上級スイムスイムスイムスイム

初級初級初級初級スイムスイムスイムスイム

バランスバランスバランスバランス
コーディネーションコーディネーションコーディネーションコーディネーション

ヨガヨガヨガヨガ４５４５４５４５
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)
★★★★★★★★★★★★

30303030

30303030

30303030

ＢｏｄｙＢｏｄｙＢｏｄｙＢｏｄｙシェイプシェイプシェイプシェイプ

20:0020:0020:0020:00 フィンスイムフィンスイムフィンスイムフィンスイム

バラエティースイムバラエティースイムバラエティースイムバラエティースイム

幼稚園学習幼稚園学習幼稚園学習幼稚園学習
（（（（第第第第１１１１・・・・３３３３週目週目週目週目のみのみのみのみ））））

ウェーブストレッチウェーブストレッチウェーブストレッチウェーブストレッチ
ＺＵＭＢＡＺＵＭＢＡＺＵＭＢＡＺＵＭＢＡヨガヨガヨガヨガ４５４５４５４５

(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)
★★★★

ボールボールボールボール
コンディショニングコンディショニングコンディショニングコンディショニング

中級中級中級中級スイムスイムスイムスイム

エアロエアロエアロエアロ６０６０６０６０
(難易度)(難易度)(難易度)(難易度)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ＺＵＭＢＡＺＵＭＢＡＺＵＭＢＡＺＵＭＢＡ

ココからココからココからココから体操体操体操体操②②②② ストレッチポールストレッチポールストレッチポールストレッチポール


