
　2021年4月16日（金）　美浦ゴルフ倶楽部

※下段に記載されているお名前は10歳以下はキャディ氏名、11歳以上はカート運転手氏名となります。

組 組
ｲｶﾞｲ ｳﾃﾅ ｲﾃﾞ ﾀｲﾖｳ ﾅｶﾞﾖｼ ｻｴｷ ｵﾊﾗ ﾘｷ ｻﾄｳ ｱﾏﾅ ﾌｼﾞｼﾛ ﾅﾙﾐ ﾃﾂﾞｶ ｱﾔｶ

亥飼　台 井出　太陽 永吉　冴綺 小原　力 佐藤　甘菜 藤代　成実 手塚　彩馨

手塚美佐子

ﾐﾂﾊｼ ｿｳﾀﾛｳ ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ﾖｼｻﾞﾜ　ﾐｻｷ ｳｴﾀ ﾐｸ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ ｲｲｼﾞﾏ ｻｵﾘ ｲﾁﾑﾗ　ｱﾝ

三橋　颯太朗 伊藤　大登 工藤　颯太 吉沢己咲 上田　澪空 栗林　夏希 飯島　早織 市村 杏

飯島　健男

ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ ｺｳ ｼｮｳｽｹ ﾓﾄ ﾀｲｼ ﾀｹﾅｶ ﾏｻｷ ﾀｶﾊｼ ﾐｳ ｷｼﾀﾞ ﾋﾅﾉ ﾏﾅｶ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞ ﾅﾂｷ

田口　昇馬 康　翔亮 本　大志 竹中　雅貴 高橋　美羽 岸田　妃奈乃 間中　りょう 飯田　夏葵

間中　真理子

ﾆｼﾊﾗ ｾｲﾏ ﾋｶﾞｼ ｱﾗﾝ ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ﾋﾗﾉ　ｾｲｲﾁ ｱﾍﾞ ﾐｸ ｳﾀﾞ ｻｱﾔ ｱｻﾉ ｻｷ ｻﾄｳ ｱﾝﾘ

西原　成真 東　亜藍 相原　涼汰 平野誠一 阿部　未来 宇田　紗彩 淺野　咲希 佐藤　杏莉

西原正成 浅野　可奈女

ｾｲﾉ ｵｳｷ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾁｬﾄﾞ ﾀｼﾞﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ｴﾉﾓﾄ ｷｮｳｶ ﾁｬｷ ｼｵ ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ ｵﾏﾀ ﾕｽﾞﾊ

清野　桜貴 宇田川　理茶度 田島　柊一郎 榎本　杏果 茶木　詩央 岡島　彩乃 小俣　柚葉

田島　敦子

ｿﾉﾍﾞ ﾋﾛﾄ ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｯﾀﾛｳ ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾅ ｶﾐﾔﾏ ﾕﾜ ｽｽﾞｷ ﾉﾉｺ

園部　大翔 高橋　翔 松本　律太郎 池上　愛菜 神山　結和 鈴木　能々子

高橋　正明 池上　徹

ｺﾀﾆ ｶｲﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾄｼ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀﾛｳ ｽﾄｳ ﾐｶﾅ ｵｵﾀ ﾋﾄﾐ ｻｲﾄｳ ｱｲﾅ ﾅｶﾞｻﾜ ｱｲﾗ

小谷　海斗 山崎　咲寿 藤田　悠太郎 須藤　みかな 太田　瞳 斎藤　碧夏 長澤　愛羅

藤田　智義 太田　智亮

ﾐﾂﾊｼ ﾕｳﾉｽｹ ｱｲｳﾗ ﾀﾞｲｷ ｲﾉｳｴ ｼｮｳｼﾞ ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ ﾅｶﾉ ｱﾝ ｼﾊﾞｻｷ ｶﾘﾝ ﾏﾂﾓﾄ ｸﾙﾐ ｺﾊﾞﾔｼ　ｲﾘｽ

三橋　悠之介 相浦　大輝 井上　笑慈 齋藤　裕 中野　杏 柴崎　香凛 松本　來海 小林　イリス

相浦　功治 柴崎　智敬

ｺｸﾞﾚ ﾘｮｳﾀ ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾊﾛ ﾀｹﾊﾅ ｿｳﾀ ﾊｼﾂﾞﾒ　ｶｲﾄ ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ ﾏﾂｷ ｺﾉﾐ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｶ ｵｶﾍﾞ ﾕｲ

木暮　凌太 大久保　麻波浪 竹花　颯汰 橋詰　海斗 遠藤　桂音 松木　このみ 松本　夏華 岡部　ゆい

松本　健吾

ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾝﾅ ﾀｶﾑﾗ ﾆｺ ｶﾄｳ ﾏｵ ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｱ ﾅｶﾔﾏ ﾚｵﾄ ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ ﾎｼﾉ ｺｳｷ

岩永　杏奈 高村　仁香 加藤　舞桜 永井　夢亜 中山　怜音 斎藤　旬一 星野　煌貴

加藤　純子 永井　康秀 斎藤　博行

ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲﾐ ﾂﾁﾔ ｵｰﾄﾞﾘｰ ﾊﾅｼ ｸﾙﾐ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾅ ﾀｹｲ ﾀﾞｲﾔ ｵｪﾝ ｺｰｳ ｺﾏｻﾞﾜ ｲｯｼﾝ ﾋｶﾞ ﾚｵ

荻原　すいみ 土屋　オードリー 端無　くるみ 藤本　華 武井　大也 翁　浩宇 駒澤　一心 比嘉　玲王

荻原　康裕 端無　直樹 武井　莊八 翁　則輝

ﾆｼﾅ ﾕｳｶ ｻﾄｳ ｲﾛﾊ ﾃﾗﾓﾄ ｱｶﾘ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾏ ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ｲﾏﾔ ﾏｻﾀｶ

仁科　優花 佐藤　彩葉 寺本　朱利 五十嵐　凛 山崎　暖真 沖田　雫 今屋　大雄

佐藤　千香子 山崎　雄一 沖田　真一

ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓ ﾊﾝｻﾞﾜ ｶﾝﾅ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾖﾘ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾉ ｲｹｽｷﾞ ｿｳﾏ ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｷ ﾃﾗﾓﾄ ｿｳｽｹ ｶﾀﾉ　ｶﾝｲﾁﾛｳ

原田　桃 半澤　かんな 松本　陽愛 山口　璃乃 生杉　奏馬 大久保　友貴 寺本　湊亮 片野　貫一朗

山口　恒弘 寺本　晃一郎

ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾙ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾝﾀ ｲﾜﾅｶﾞ ﾘﾝｶ ｳﾂｷﾞ ｻﾔｶ

小澤　優仁 池田　烈琉 山崎　絆太 岩永　梨花 宇津木　さやか

小澤　優輝 池田　貴之 山崎　修 岩永　憲浩 宇津木　直樹

ﾄﾀﾞｶ ﾘｭｳｾｲ ｵﾀﾞ ｴｲﾀ ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ ｴﾋﾞｻﾜ ｱｽﾞﾐ ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐｵ ｷﾇｶﾜ ﾏﾕ

戸髙　隆世 織田　瑛太 小山田　遼雅 海老澤　愛泉 長峰　美桜 衣川　真夢

戸髙　知子 織田　賢一 小山田　直佑 海老澤　一誠 長峰　雅尚 衣川　朋一

ﾌｸｲ ｾｲﾉｽｹ ｲﾅﾊﾞ ﾙｷｱ ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ ｻｶｲ ﾐﾚｲ ｻﾉ ﾐｻｷ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｱﾝ

福井　誠ノ介 稲葉　輝海 高橋　なつ希 境　美玲 佐野　心咲 西澤　美杏

福井　誠之 稲葉　靖子 高橋　慶 境　啓吾 佐野　正典 西澤　優一郎

ｼﾉﾊﾗ ｵｳｼ ﾑﾗｶﾐ ｾﾅ ﾅｶｼﾏ ﾕｷﾈ ｵﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ ﾀｶﾊｼ ﾐｲ ｴｼﾞﾘ ﾋｶﾙ

篠原　桜司 村上　世夏 中嶋　雪音 小野澤　マリア 高橋　美衣 江尻　光

篠原　健司 村上　哲平 中嶋　知洋 小野澤　幸雄 高橋　清美 江尻　健司

ｵｵｸﾘ ｱﾘｽ ｱﾘﾌｸ ﾁｾ ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾞ

大栗　愛珠 有福　知世 山﨑　すず

大栗　崇司 有福　裕三 山﨑　崇史

※組合せ・組付きキャディ等は急遽変更になる場合があります。予めご了承下さい。　.

本公式練習ラウンドにおいて、保護者の方のｺｰｽへの立ち入りは、各組1名のカート運転手の保護者の方のみとなります。

複数名いらっしゃる場合は各組にてご相談下さい。（10歳以下の部キャディの方はその限りではございません。但し乗車可能は5名までとなります）
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2021年4月17日（土）　美浦ゴルフ倶楽部

※下段に記載されているお名前は10歳以下はキャディ氏名、11歳以上はカート運転手氏名となります。

※キャディ・カート運転手が複数名いる組については、カートの運転は順番に行うなど相談してお決め下さい。

※組数が黄色く塗りつぶされている組に関しては、現在カート運転手がおりません。ご協力をお願い致します。

組 組
ﾋｼﾇﾏ ｿｳﾀ ﾆｼﾊﾗ ｾｲﾏ ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ ｷｼﾀﾞ ﾋﾅﾉ ｱｻﾉ ｻｷ

菱沼　壮太 西原　成真 工藤　颯太 栗林　夏希 岸田　妃奈乃 淺野　咲希

西原正成 浅野　可奈女

ﾅｶﾞﾖｼ ｻｴｷ ｱﾋﾞｺ ﾀﾞｲｽｹ ﾀｹﾅｶ ﾏｻｷ ｻﾄｳ ｶｲﾄ ｲﾁﾑﾗ　ｱﾝ ﾅﾘﾀ ｴﾏ ｵﾏﾀ ﾕｽﾞﾊ

永吉　冴綺 安孫子　大祐 竹中　雅貴 佐藤　快斗 市村 杏 成田　瑛麻 小俣　柚葉

安孫子　尚人 成田　譲

ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ﾋｶﾞｼ ｱﾗﾝ ｲﾃﾞ ﾀｲﾖｳ ﾖｼｻﾞﾜ　ﾐｻｷ ｻｸﾗｲ ﾘｵ ｱﾍﾞ ﾐｸ ﾌｼﾞｼﾛ ﾅﾙﾐ ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ

榎本　聖大 東　亜藍 井出　太陽 吉沢己咲 櫻井　梨央 阿部　未来 藤代　成実 岡島　彩乃

榎本　繁 櫻井　陽平

ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ｲｶﾞｲ ｳﾃﾅ ﾋﾗﾉ　ｾｲｲﾁ ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲﾁ ｴﾉﾓﾄ ｷｮｳｶ ｽｽﾞｷ ﾘｵ ﾏﾅｶ ﾘｮｳ ｳｴﾀ ﾐｸ

伊藤　大登 亥飼　台 平野誠一 末広　大地 榎本　杏果 鈴木　莉緒 間中　りょう 上田　澪空

間中　真理子

ｺｳ ｼｮｳｽｹ ﾀﾈﾑﾗ ｶﾞｸ ﾐﾂﾊｼ ｿｳﾀﾛｳ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ ｲｲｼﾞﾏ ｻｵﾘ ﾁｬｷ ｼｵ ｻﾄｳ ｱﾏﾅ ｳﾀﾞ ｻｱﾔ

康　翔亮 種村　芽久 三橋　颯太朗 田口　昇馬 飯島　早織 茶木　詩央 佐藤　甘菜 宇田　紗彩

飯島　健男

ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ｵﾊﾗ ﾘｷ ﾅｶﾞﾓﾄ ｾｲﾔ ﾓﾄ ﾀｲｼ ｻﾄｳ ｱﾝﾘ ﾃﾂﾞｶ ｱﾔｶ ﾀｶﾊｼ ﾐｳ ｲｲﾀﾞ ﾅﾂｷ

相原　涼汰 小原　力 長本　誠矢 本　大志 佐藤　杏莉 手塚　彩馨 高橋　美羽 飯田　夏葵

ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ ﾐﾂﾊｼ ﾕｳﾉｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ｸﾙﾐ ｲﾄｳ ｱｲｶ ｵｵﾀ ﾋﾄﾐ

高橋　翔 西山　大翔 三橋　悠之介 松本　來海 伊藤　愛華 太田　瞳

高橋　正明 太田　智亮

ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ ﾀｼﾞﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ﾋﾗｷ ｺﾞｳﾀﾞｲ ﾀｹﾊﾅ ｿｳﾀ ｲﾜﾔ ﾌｳｶ ｻｲﾄｳ ｱｲﾅ ｼﾊﾞｻｷ ｶﾘﾝ

齋藤　裕 田島　柊一郎 平城　豪大 竹花　颯汰 岩谷　楓花 斎藤　碧夏 柴崎　香凛

田島　敦子 柴崎　智敬

ﾅｶﾔﾏ ｵｵｷ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾁｬﾄﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾄｼ ｱｲｳﾗ ﾀﾞｲｷ ｽﾄｳ ﾐｶﾅ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｶ ｱﾝｻﾞｲ ｱﾕﾐ

中山　大生 宇田川　理茶度 山崎　咲寿 相浦　大輝 須藤　みかな 松本　夏華 安西　歩美

相浦　功治 松本　健吾

ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾊﾛ ｼﾌﾞｲ ｺｳﾀﾛｳ ｾｲﾉ ｵｳｷ ｺﾀﾆ ｶｲﾄ ｺﾊﾞﾔｼ　ｲﾘｽ ｵｲｶﾜ ﾎﾉｶ ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾅ ｵｶﾍﾞ ﾕｲ

大久保　麻波浪 渋井　晃太郎 清野　桜貴 小谷　海斗 小林　イリス 及川　穂果 池上　愛菜 岡部　ゆい

池上　徹

ﾑﾗｲ ﾋﾛﾉﾘ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀﾛｳ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｯﾀﾛｳ ｺｸﾞﾚ ﾘｮｳﾀ ﾊﾔｼ ｱｷﾐ ﾅｶﾉ ｱﾝ ｽｽﾞｷ ﾉﾉｺ ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ

村井　啓矩 藤田　悠太郎 松本　律太郎 木暮　凌太 林　愛輝美 中野　杏 鈴木　能々子 遠藤　桂音

藤田　智義

ﾊｼﾂﾞﾒ　ｶｲﾄ ｿﾉﾍﾞ ﾋﾛﾄ ｶﾐﾑﾗ ﾔﾏﾄ ｲﾉｳｴ ｼｮｳｼﾞ ｶﾐﾔﾏ ﾕﾜ ﾏﾂｷ ｺﾉﾐ ﾊﾔｻｶ　ﾘﾝｶ ﾅｶﾞｻﾜ ｱｲﾗ

橋詰　海斗 園部　大翔 上村　大和 井上　笑慈 神山　結和 松木　このみ 早坂　梨花 長澤　愛羅

ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾝ ｲｼｲ ﾕｽﾞｷ ﾊﾅｼ ｸﾙﾐ ｲｹｽｷﾞ ｿｳﾏ ﾋｶﾞ ﾚｵ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾏ

五十嵐　凛 石井　柚妃 端無　くるみ 生杉　奏馬 比嘉　玲王 山崎　暖真

石井　喜規 端無　直樹 山崎　雄一

ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｱ ﾊﾝｻﾞﾜ ｶﾝﾅ ﾆｼﾅ ﾕｳｶ ﾃﾗﾓﾄ ｱｶﾘ ｻｯｶ　ﾄｳﾏ ﾎｼﾉ ｺｳｷ ｺﾏｻﾞﾜ ｲｯｼﾝ ﾃﾗﾓﾄ ｿｳｽｹ

永井　夢亜 半澤　かんな 仁科　優花 寺本　朱利 作家　叶真 星野　煌貴 駒澤　一心 寺本　湊亮

永井　康秀 寺本　晃一郎

ﾀｶﾑﾗ ﾆｺ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾉ ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲﾐ ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾉ ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ｼｵﾔ ﾘﾝﾀﾛｳ ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ ﾐｽﾞﾇﾏ ﾕｳﾀ

高村　仁香 山口　璃乃 荻原　すいみ 鈴木　ひなの 沖田　雫 塩谷　凜太郎 斎藤　旬一 水沼　勇太

山口　恒弘 荻原　康裕 沖田　真一 斎藤　博行

ｻﾄｳ ｲﾛﾊ ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾝﾅ ﾂﾁﾔ ｵｰﾄﾞﾘｰ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾖﾘ ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｷ ﾅｶﾔﾏ ﾚｵﾄ ｵｪﾝ ｺｰｳ ｲﾏﾔ ﾏｻﾀｶ

佐藤　彩葉 岩永　杏奈 土屋　オードリー 松本　陽愛 大久保　友貴 中山　怜音 翁　浩宇 今屋　大雄

佐藤　千香子 翁　則輝

ﾆｼﾓﾄ ﾏﾕ ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓ ｶﾄｳ ﾏｵ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾅ ｶﾀﾉ　ｶﾝｲﾁﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ ﾀｹｲ ﾀﾞｲﾔ

西本　真優 原田　桃 加藤　舞桜 藤本　華 片野　貫一朗 渡邉　日向 武井　大也

加藤　純子 渡邉　尚子 武井　莊八

ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾙ ｱﾔﾍﾞ ﾅﾙ ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐｵ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｱﾝ ｷﾇｶﾜ ﾏﾕ

小山田　遼雅 池田　烈琉 綾部　成 長峰　美桜 西澤　美杏 衣川　真夢

小山田　直佑 池田　貴之 綾部　康二 長峰　雅尚 西澤　優一郎 衣川　朋一

ｽﾄﾞｳ ﾊﾝﾄ ｵﾀﾞ ｴｲﾀ ｽｽﾞｷ ﾕﾂﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾀ ｳﾂｷﾞ ｻﾔｶ ｴｼﾞﾘ ﾋｶﾙ

須藤　はんと 織田　瑛太 鈴木　優月 渡邉　海向 宇津木　さやか 江尻　光

須藤　典久 織田　賢一 鈴木　義彦 渡邉　裕也 宇津木　直樹 江尻　健司

ｵｳｻｶ ﾅｵｷ ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾝﾀ ﾀｶﾊｼ ﾐｲ ｼｵﾔ ﾓﾓ ｻﾉ ﾐｻｷ

逢坂　巨希 三浦　秀晴 山崎　絆太 高橋　美衣 塩谷　桃々 佐野　心咲

太田　祐一 山崎　修 高橋　清美 塩谷　雄一 佐野　正典

ﾄﾀﾞｶ ﾘｭｳｾｲ ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｾｲ ｻｶｲ ﾐﾚｲ ｲﾜﾅｶﾞ ﾘﾝｶ ﾀｹﾀﾞ ｷｻｷ

戸髙　隆世 小澤　優仁 藤田　優世 境　美玲 岩永　梨花 武田　貴妃

戸髙　知子 小澤　優輝 藤田　大資 境　啓吾 岩永　憲浩 武田　英将

ﾄﾖｼﾏ ﾄｷﾏｻ ｲﾅﾊﾞ ﾙｷｱ ﾑﾗｶﾐ ｾﾅ ｴﾋﾞｻﾜ ｱｽﾞﾐ ｲﾅﾑﾗ ｶｸﾞﾔ ｵﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ

豊嶋　時正 稲葉　輝海 村上　世夏 海老澤　愛泉 稲村　かぐや 小野澤　マリア

豊嶋　正暁 稲葉　靖子 村上　哲平 海老澤　一誠 稲村　光城 小野澤　幸雄

ﾌｸｲ ｾｲﾉｽｹ ｼﾉﾊﾗ ｵｳｼ ｺﾌﾃﾞ ｲｯｻ ｵｵｸﾘ ｱﾘｽ ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾞ

福井　誠ノ介 篠原　桜司 小筆　一颯 大栗　愛珠 山﨑　すず

石川　和男 篠原　健司 小筆　聡 大栗　崇司 山﨑　崇史

ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ ｱﾘﾌｸ ﾁｾ ﾅｶｼﾏ ﾕｷﾈ

高橋　なつ希 有福　知世 中嶋　雪音

高橋　慶 有福　裕三 中嶋　知洋

１０：２８ 24

3 ７：１６ 3

4 ７：２４ 4

7 ７：５６ 7

6 ７：４０ 6

5 ７：３２

2 ７：０８ 2

世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会 東日本決勝　1日目

OUT IN

1 ７：００ 1

※組合せ・組付きキャディ等は急遽変更になる場合があります。予めご了承下さい。　.

15－18女→13－14女→11‐12男→9－10女→7－8女15－18男→13－14男→11‐12女→9－10男→7－8男

5
※ボランティア　中山 好

調整時間

※ボランティア　植田　康雄

9 ８：１２ 9

8 ８：０４ 8

11 ８：２８ 11

10 ８：２０ 10

13 ８：５２ 13

12 ８：３６ 12

調整時間

９：０８ 15

14 ９：００ 14

15

21 １０：０４ 21

17 ９：２４ 17

20 ９：５６ 20

19 ９：４８ 19

調整時間

23 １０：２０ 23

22 １０：１２ 22

16 ９：１６ 16

18 ９：４０ 18


