
D-Lifeダンススクールこどもクラス（常設・月謝制）

■つくばスタジオ（つくば市春日3-20-12） ■つくばスタジオ（つくば市春日3-20-12）

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

バレエ バレエ

中等科B 初等科

13:00～14:15 12:00～13:00

田中 田中

エンジョイ

バレエ

13:00～14:15

西園

バレエ バレエ

中等科B 中等科B

16:30～17:45 14:15～15:30

田中 田中

エンジョイバレエ バレエ

児童 中等科B

17:45～18:45 17:00～18:15

三瓶 田中

エンジョイバレエ エンジョイ

ジュニア バレエ

18:45～20:00 18:15～19:30

三瓶 三瓶

■Dシアター（つくば市東平塚698-3） ■Dシアター（つくば市東平塚698-3）

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

ちびっこ ちびっこ

ストリート ストリート

11:15～12:15 11:15～12:15

藤田 藤田

エンジョイバレエ コンテンポラリー

児童 児童Ｂ

12:30～13:30 13:00～14:00

西園 細川

ＪＡＺＺ バレエ バレエ コンテンポラリー ＪＡＺＺ バレエ バレエ コンテンポラリー

小学生 初等科 初等科 児童Ｂ 小学生 初等科 初等科 児童Ａ

17:15～18:30 16:15～17:15 16:15～17:15 13:30～14:30 17:15～18:30 16:15～17:15 16:15～17:15 14:00～15:15

小池 伊藤 伊藤 細川 小池 伊藤 伊藤 細川

バレエ バレエ コンテンポラリー バレエ バレエ

中等科Ｂ 中等科Ｂ 児童Ａ 中等科Ｂ 中等科Ｂ

17:15～18:30 17:15～18:30 14:30～15:45 17:15～18:30 17:15～18:30

伊藤 伊藤 細川 伊藤 伊藤

ストリートダンス ＪＡＺＺ ストリートダンス ＪＡＺＺ

中高生 中高生 中高生 中高生

20:00～21:30 20:00～21:30 20:00～21:30 20:00～21:30

岸田 上野 岸田 上野

■学園スタジオ（つくば市遠東417-1） ■学園スタジオ（つくば市遠東417-1）

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

 キッズストリート  キッズストリート

小学生 小学生

13:30～14:45 13:30～14:45

藤田 藤田

キッズストリート キッズストリート ちびっこ キッズストリート キッズストリート ちびっこ

小学生 小学生 ストリート 小学生 小学生 ストリート

16:15～17:30 16:30～17:45 16:15～17:15 16:15～17:30 16:30～17:45 16:15～17:15

伊波 佐々木 伊波 伊波 佐々木 伊波

キッズストリート キッズストリート キッズストリート キッズストリート

小学生 小学生 小学生 小学生

17:15～18:30 17:15～18:30 17:15～18:30 17:15～18:30

伊波 佐々木 伊波 佐々木

ストリートダンス ストリートダンス

中高生 中高生

18:30～20:00 18:30～20:00

岸田 岸田

ストリートダンス ストリートダンス

中高生 中高生

20:00～21:30 20:00～21:30

岸田 岸田

2017年度 ２・３月体験受付クラス 2018年度4月～新規入会受付予定クラス

 2018年度新設クラス
 2017年度は開講していません。別クラスでの体験／2018年度以降の体験となります

 2017年度→2018年度で変更があるクラス（場所・時間・担当講師など）

 2017年度に体験をされる方は変更内容をご確認ください

 2017年度→2018年度で変更のないクラス
ご不明な点等はD-Life事務局までお問い合わせください

時間 変更

カリキュラム変更に伴い、スタジオ・

時間・対象が変更になります。

◎対象：小学1～6年生

時間 変更

カリキュラム変更に伴い、時間・対

象が変更になります。

◎対象：小学1～6年生

時間 変更



D-Lifeダンススクールこどもクラス（常設・月謝制）

2017年度 ２・３月体験受付クラス 2018年度4月～新規入会受付予定クラス

 2018年度新設クラス
 2017年度は開講していません。別クラスでの体験／2018年度以降の体験となります

 2017年度→2018年度で変更があるクラス（場所・時間・担当講師など）

 2017年度に体験をされる方は変更内容をご確認ください

 2017年度→2018年度で変更のないクラス
ご不明な点等はD-Life事務局までお問い合わせください

■阿見スタジオ（阿見町うずら野3-26-9） ■阿見スタジオ（阿見町うずら野3-26-9）

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

キッズストリート キッズストリート

小学生 小学生

9:45～11:00 9:45～11:00

小池 小池

ちびっこ ちびっこ

ストリート ストリート

11:15～12:15 11:15～12:15

小池 小池

ちびっこ ちびっこ

ストリート ストリート

16:15～17:15 16:15～17:15

伊波 伊波

キッズストリート キッズストリート キッズストリート ストリートダンス キッズストリート キッズストリート キッズストリート ストリートダンス

小学生 小学生 小学生 中高生 小学生 小学生 小学生 中高生

17:15～18:30 17:15～18:30 17:15～18:30 17:00～18:30 17:15～18:30 17:15～18:30 17:15～18:30 17:00～18:30

伊波 小池 坂本 圖司 伊波 小池 坂本 圖司

ストリートダンス ストリートダンス

中高生 中高生

18:30～20:00 18:30～20:00

小松原 小松原

ストリートダンス ストリートダンス

中高生 中高生

20:00～21:30 20:00～21:30

坂本 坂本

■龍ヶ崎スタジオ（龍ヶ崎市小通幸谷町288 QizMALL龍ヶ崎2F) ■龍ヶ崎スタジオ（龍ヶ崎市小通幸谷町288 QizMALL龍ヶ崎2F)

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

ちびっこ ちびっこ

ストリート ストリート

12:30～13:30 12:30～13:30

高倉 高倉

キッズストリート キッズストリート

小学生 小学生

13:45～15:00 13:45～15:00

高倉 高倉

ちびっこ ちびっこ

ストリート ストリート

16:00～17:00 16:00～17:00

山中 山中

キッズストリート キッズストリート キッズストリート キッズストリート

小学生 小学生 小学生 小学生

17:00～18:15 17:00～18:15 17:00～18:15 17:00～18:15

坂本 山中 坂本 山中

キッズストリート ストリートダンス キッズストリート ストリートダンス

高学年 中高生 高学年 中高生

18:15～19:30 18:15～19:45 18:15～19:30 18:15～19:45

坂本 林田 坂本 林田

ストリートダンス ストリートダンス

中高生 中高生

19:30～21:00 19:30～21:00

坂本 坂本

■守谷スタジオ（守谷市百合ヶ丘2丁目2486-3） ■守谷スタジオ（守谷市百合ヶ丘2丁目2486-3）

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

ちびっこ ちびっこ

ストリート ストリート

12:15～13:15 12:15～13:15

上野 上野

 キッズストリート  キッズストリート

小学生 小学生

13:30～14:45 13:30～14:45

上野 上野

ちびっこ ちびっこ

ストリート ストリート

16:00～17:00 16:00～17:00

小松原 北奥

キッズストリート キッズストリート ＪＡＺＺ キッズストリート キッズストリート ＪＡＺＺ

小学生 小学生 小学生 小学生 小学生 小学生

17:00～18:15 17:15～18:30 17:00～18:15 17:00～18:15 17:15～18:30 17:00～18:15

會津 小松原 上野 會津 北奥 上野

ＪＡＺＺ  ストリートダンス ＪＡＺＺ  ストリートダンス

中高生 中高生 中高生 中高生

18:30～20:00 18:00～19:30 18:30～20:00 18:00～19:30

上野 小松原 北奥 小松原

ストリートダンス ストリートダンス

中高生 中高生

19:30～21:00 19:30～21:00

會津 會津

會津 會津

上野 上野　つくば南ストリートダンス中高生初級 土曜日18:00～19:30 　つくば南ストリートダンス中高生初級 土曜日18:00～19:30

■つくば南-つくばＦＣ クラブハウス-　（イオンモールつくば平面駐車場内、つくば市稲岡66-1-A） ■つくば南-つくばＦＣ クラブハウス-　（イオンモールつくば平面駐車場内、つくば市稲岡66-1-A）

　つくば南キッズストリート初級 土曜日13:45～15:00 　つくば南キッズストリート初級 土曜日13:45～15:00

★キッズストリート高学年：小学校4～6年生対象

★キッズストリート小学生：小学校1～6年生対象
★キッズストリート小学生：小学校1～6年生対象

★キッズストリート高学年：小学校4～6年生対象

講師 変更

講師 変更

講師 変更


