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2023/02/14 訂正 AOI

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

●リトル鵠沼 （１３） ●リトル六会 （１３） ●リトル茅ケ崎　 （１２） ●はまっこダンサーズ （１４）

15:00-15:45 鵠沼公民館　ホール 16:00-16:45  六会公民館　ホール 15:40-16:25　総合体育館　オーケストラ室 9:30-10:30 神奈川県立スポーツ会館 多目的室

●リトル東海岸 （１３） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ湘南台 （１３） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ茅ケ崎 （１２） ●土曜リトル （９）

15:45-16:30 辻堂公民館　ホール 17:00-18:00  湘南台公民館　体育室 16:45-17:45　総合体育館　オーケストラ室 13:15-14:15 明治公民館　第一談話室

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ東海岸 （１３） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ鵠沼 （１３） ●リトルSST ●Cheer De Funkid's □（９）

17:00-18:00 辻堂公民館　体育室 17:15-18:15  鵠沼公民館　ホール 休み 13:15-14:45 明治公民館　ホール

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ平塚 （１３） ●FunTeen’s鵠沼 ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞSST ●Daddy-Boon! □（４）

17:00-18:00  ひらつかアリーナ 休み 休み 20:30-21:30 Studio HANA!

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ長後　

休み

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ辻堂　 （１３.5）

17:20-18:50 明治公民館　ホール

●FunTeen's東海岸

休み

●FunTeen's長後・湘南台

休み

●FunTeen'sよこはま南

休み  

●リトル藤沢 （１３） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ鎌倉 ●リトル鵠沼 （１４） ●リトル六会 （１４） ●リトル茅ケ崎　 （１３） ●はまっこダンサーズ

15:45-16:30 村岡公民館　和室 休み 15:00-15:45 鵠沼公民館　ホール 16:00-16:45  六会公民館　ホール 15:40-16:25　総合体育館　オーケストラ室 休み

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ藤沢 （１３） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ湘南 （１３） ●リトル東海岸 （１４） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ湘南台 （１４） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ茅ケ崎 （１３） ●土曜リトル

17:10-18:10 村岡公民館　ホール 17:15-18:15 しおさいセンター　体育室 15:45-16:30 辻堂公民館　ホール 17:00-18:00  湘南台公民館　体育室 16:45-17:45　総合体育館　オーケストラ室 休み

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ BOYS鵠沼　 （１３） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ西湘開成 （１３） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ東海岸 （１４） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ鵠沼 （１４） ●リトルSST （１３） ●Cheer De Funkid's

17:00-18:00 鵠沼公民館　ホール 17:00-18:00 上延沢自治会館 17:00-18:00 辻堂公民館　体育室 17:15-18:15  鵠沼公民館　ホール 15:30-16:15 SSTコミッティーセンター 休み

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞよこはま南 （１３） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ平塚 （１４） ●FunTeen’s鵠沼 □（９） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞSST （１３） ●Daddy-Boon!

16:30-17:30　根岸地区センター 17:00-18:00  ひらつかアリーナ 19:30-21:00  鵠沼公民館　ホール 17:00-18:00　SSTコミッティーセンター 休み

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ長後　 （１３）

17:00-18:00 長後公民館　体育館

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ辻堂　

休み

●FunTeen's東海岸 □（９）

19:30-21:00　明治公民館　ホール

●FunTeen's長後・湘南台 □（９）

19:30-21:00　湘南台公民館　ホール

●FunTeen'sよこはま南

休み  

●リトル藤沢 （１４） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ鎌倉 （１３） ●リトル鵠沼 ●リトル六会 （１５） ●リトル茅ケ崎　 （１４） ●はまっこダンサーズ　※体験会 （１５）

15:45-16:30 村岡公民館　ホール 17:00-18:00 大船体育館　競技場 休み 16:00-16:45  六会公民館　ホール 15:40-16:25　総合体育館　オーケストラ室 9:30-10:30 小机地区センター 中会議室

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ藤沢 （１４） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ湘南 （１４） ●リトル東海岸 （１５） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ湘南台 （１５） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ茅ケ崎 （１４） ●土曜リトル （１０）

17:10-18:10 村岡公民館　ホール 17:15-18:15 しおさいセンター　体育室 15:45-16:30 辻堂公民館　体育室 17:00-18:00  村岡公民館　ホール 16:45-17:45　総合体育館　オーケストラ室 13:15-14:15 明治公民館　第二談話室

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ BOYS鵠沼　 （１４） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ西湘開成 （１４） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ東海岸 （１５） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ鵠沼 （１５） ●リトルSST （１４） ●Cheer De Funkid's □（１０）

17:00-18:00 鵠沼公民館　ホール 16:30-17:30 上延沢自治会館 17:00-18:00 辻堂公民館　体育室 17:15-18:15  鵠沼公民館　ホール 15:30-16:15 SSTコミッティーセンター 13:15-14:45 明治公民館　第一談話室

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞよこはま南 （１４） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ平塚 （１５） ●FunTeen’s鵠沼 ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞSST （１４） ●Daddy-Boon! □（１１）

16:30-17:30　根岸地区センター 17:00-18:00  ひらつかアリーナ 休み 17:00-18:00　SSTコミッティーセンター 20:00-21:00 明治公民館 　ホール

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ長後　 （１４）

17:00-18:00 長後公民館　ホール

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ辻堂　 （１４）

17:20-18:20　明治公民館　ホール

●FunTeen's東海岸 □（１０）

19:30-21:00　明治公民館　ホール

●FunTeen's長後・湘南台 □（１０）

19:30-21:00　長後公民館　ホール

●FunTeen'sよこはま南 （９）

19:00-20:30　根岸地区センター　中会議室

●リトル藤沢 ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ鎌倉 （１４） ●リトル鵠沼 （１５） ●リトル六会 ●リトル茅ケ崎　 （１５） ●はまっこダンサーズ （１６）

休み 17:00-18:00 大船体育館　競技場 15:00-15:45 鵠沼公民館　ホール 休み 16:00-16:45　ハマミーナ 9:30-10:30 神奈川県立スポーツ会館 多目的室

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ藤沢 ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ湘南 （１５） ●リトル東海岸 （１６） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ湘南台 ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ茅ケ崎 （１５） ●土曜リトル

休み 17:15-18:15 しおさいセンター　体育室 15:45-16:30 辻堂公民館　ホール 休み 17:00-18:00　ハマミーナ 休み

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ BOYS鵠沼　 ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ西湘開成 （１５） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ東海岸 （１６） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ鵠沼 ●リトルSST （１５） ●Cheer De Funkid's

休み 17:00-18:00 上延沢自治会館 17:00-18:00 辻堂公民館　体育室 休み 15:30-16:15 SSTコミッティーセンター 休み

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞよこはま南 （１５） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ平塚 （１６） ●FunTeen’s鵠沼 □（１０） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞSST （１５） ●Daddy-Boon! □（１２）

16:30-17:30　根岸地区センター 17:00-18:00  ひらつかアリーナ 19:30-21:00  鵠沼公民館　学習室2 17:00-18:00　SSTコミッティーセンター 20:30-21:30 Studio HANA!

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ長後　 （１５）

17:00-18:00 長後公民館　体育館

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ辻堂　 （１５）

19:00-20:00　明治公民館　ホール

●FunTeen's東海岸

休み

●FunTeen's長後・湘南台

休み

●FunTeen'sよこはま南 （１０）

19:00-20:30　根岸地区センター　中会議室

●リトル藤沢 （１５） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ鎌倉 （１５）

15:45-16:30 村岡公民館　ホール 17:00-18:00 大船体育館　競技場

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ藤沢 （１５） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ湘南 （１６）

17:10-18:10 村岡公民館　ホール 17:15-18:15 しおさいセンター　体育室

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ BOYS鵠沼　 （１５） ●ﾌｧﾝｷｯｽﾞ西湘開成 （１６）

17:00-18:00 鵠沼公民館　ホール 17:00-18:00 上延沢自治会館

●ﾌｧﾝｷｯｽﾞよこはま南 （１６）

16:30-17:30　根岸地区センター

18

Funkid's ZERO
リハーサル

9:00〜13:00　時間内
藤沢市民会館　大ホール

すてっぷあっぷリトル

11:30～13:00
1DAYスペシャル A

25 26

10:00～11:15

1DAYスペシャル B

27 28

5

126 9

FunTeen's中高生スペシャル

11107 8

固めレッスン
19:15～20:15

湘南台公民館　ホール

２０２３年　２月　Funkid's 月間スケジュール
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選抜ユニット　20:30～21:00

Studio HANA!
13:15～14:45
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