
リベルタ ・ ルジーナ ・ ポルテ ・ ハーツ ・ テリオス ・ クオレ ・ こころ

協賛︓

【参加者発表】 集合時間 体験開始１０分前

集合場所 キッズスポーツフェスタ受付

体験時間 ２０分

持ち物 運動ができる服装 ・靴
(着替えを済ませてお越しください )

五十音 お子様氏名 第１種目 開始時間 第２種目 開始時間
≪お問合せ先≫　sportsfesta@innovent.co.jp

■保護者同伴必須■参加時間のご変更はできかねますのでご了承ください。

■エントリー後に万が一参加が難しくなった際は 10 月 1日までに下記問合せ先までご一報ください。

■規約（エントリーフォーム）　https://form.os7.biz/f/4fef62d5/　　　　

五十音 お子様氏名 第１種目 開始時間
ア アカギコウタロウさん 剣道 10/7(土)　〈1〉11:00

アサウミレイさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
アソウマコトさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30
アベキッペイさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30
アベキッペイさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30
アライイブキさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00
アラキヤマトさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00
アリオユウアイさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00
アリオユウアイさん バスケット 10/7(土)　〈2〉13:30
アリヨシアカリさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30
アンドウアオイさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00
アンドウツバサさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00
アンラクマサキさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30

イ イイダエイスケさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
イケウラハルトさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30

イケダジョウマさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30
イザキユナさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
イシイシュンゴさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
イシタニアイキさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30
イシバシユウトさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
イシバシルイさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
イシハラダイチさん 剣道 10/7(土)　〈3〉15:00
イシハラダイチさん バスケット 10/7(土)　〈3〉15:30
イデミツアヤナさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
イトウアカリさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00
イトウフクさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
イトウフクさん 剣道 10/7(土)　〈3〉15:00
イトウモエさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
イトウモエさん 剣道 10/7(土)　〈3〉15:00
イトウユウキさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30



五十音 お子様氏名 第１種目 開始時間
イトヤマユウタさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
イノウエサナさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00
イノウエルカさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30
イマダユウキさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00
イマハセタケルさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
イマムラハヤトさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30
イワオカサクラさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
イワタコウキさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
イワタコウキさん バスケット 10/7(土)　〈2〉13:30
イワナミトモキさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
イワナミトモキさん 剣道 10/7(土)　〈3〉15:00

ウ ウエマツナナさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00
ウエムラコウヘイさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00
ウチダアヤメさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
ウチノナリツネさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
ウツミヒロキさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00
ウメノハルカさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00

エ エビハラマノカさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00
エビハラマノカさん バスケット 10/7(土)　〈3〉15:30
エンドウキイチさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
エンドウヨシヒロさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00

オ オイシタイチロウさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00
オオサキアヤトさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00
オオシゲハルトさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
オオシマセナさん 剣道 10/7(土)　〈1〉11:00
オオシマセナさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00
オオツボスイさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00

オオニシリュウジさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
オオバアラタさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
オオムラショウさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
オオムラミナトさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
オカカスミさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30

オカザキユイトさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
オカモトミユナさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00
オカリンカさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30
オギサキさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00
オキユイトさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00
オクダタイセイさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
オクヌキマナさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00



五十音 お子様氏名 第１種目 開始時間
オクミヤソウさん 剣道 10/7(土)　〈2〉13:00
オクミヤソウさん バスケット 10/7(土)　〈2〉13:30
オグラアイリさん かけっこ 10/8(日)　〈3〉16:00
オサナイタイガさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00
オシカワレントさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30
オダユウトさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30
オチアイリセさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00
オチアイリセさん バスケット 10/7(土)　〈2〉13:30
オノヒロユキさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
オノヤケイジロウさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30
オノヤケイジロウさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00

オノヤコウシロウさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30
オノヤコウシロウさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00
オバナソウマさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00

カ カイイジョウイチロウさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30
カガワヒビトさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30
カゲヤマヒロトさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30
カジハラアヤセさん かけっこ 10/8(日)　〈3〉16:00
カシワギレナさん かけっこ 10/8(日)　〈3〉16:00
カジワラシュンヤさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
カツキアスナさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00
カトウノドカさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00
カトウユウナさん かけっこ 10/8(日)　〈3〉16:00
カナマルケイゴさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30
カナマルメイさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30
カネガエアヤノさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
カメダエレンさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00
カメダレンカさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00
カワダリヒトさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00
カワノアオさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00

カワノユウセイさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
カワノリョウタさん 剣道 10/7(土)　〈1〉11:00
カワノリョウタさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00

カワモトサクタロウさん 剣道 10/7(土)　〈3〉15:00



五十音 お子様氏名 第１種目 開始時間
キ キクタケミノリさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00

キムラノノカさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00
キヨタハナさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
キヨタハナさん バスケット 10/7(土)　〈2〉13:30
キヨフジアサヒさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00

ク クニタケユノさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00
クニモトソウマさん 剣道 10/7(土)　〈3〉15:00
クニモトソウマさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30
クラタヤソウタさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30
クラタヤソウタさん バスケット 10/7(土)　〈2〉13:30
クリタタケルさん 剣道 10/7(土)　〈3〉15:00
クリタタケルさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30
クリタミツマサさん 剣道 10/7(土)　〈3〉15:00
クリタミツマサさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30
クロギエイトさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00
クロギコウダイさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00
クロダフウガさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30

ケ ゲンジョウワカナさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
コ コウザキユウマさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30

コガユヅキさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00
コザキヒロムさん 剣道 10/7(土)　〈3〉15:00
コスゲハルトさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
コダマイッテツさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
ゴトウカイリさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
ゴトウタイセイさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00
コバヤシルカさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
コンドウカイトさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30
コンドウツバサさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
コンドウユウタさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30



五十音 お子様氏名 第１種目 開始時間
サ サカイヒナノさん かけっこ 10/8(日)　〈3〉16:00

サカイヒナノさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00
サカイレオさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30
サカイレオさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00

サカグチシュウトさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
サカタリンさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30
サカタリンさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30
ササキシオンさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
ササキユウトさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
ササキルオウさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30
サンノウヤクモさん 剣道 10/7(土)　〈2〉13:00
サンノウヤクモさん バスケット 10/7(土)　〈2〉13:30

シ シイバハルカさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
シゲマツイブキさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00
シゲマツモモカさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00

ジトウショチアキさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
ジトウショ弦希さん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
シノザキコウタさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00
シバコトさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00

シバタルキトさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00
シバタレオトさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00
シバリョウマさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00
シマヅハルトさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
シモカワフタバさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00
ショウザキアイさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00
ショウザキユイさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00
シライシモモアさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
シラハマシュンさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30

ス スガタコトコさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00
スガタショウノスケさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00
スギモトハルカさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00
スズキココヒロさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
ススキルナさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30
スミソラトさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30

スミヤマツムギさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00



五十音 お子様氏名 第１種目 開始時間
セ セイショウアオイさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00

セキユウシンさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
ゼニモリヨウタさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
ゼニモリルカさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
ゼニモリルカさん バスケット 10/7(土)　〈2〉13:30

タ ダイトクシュントさん バスケット 10/7(土)　〈3〉15:30
ダイトクシュントさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30
タカイシユウキさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30
タカオカミチカさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00
タカシマイブキさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
タカシマコウヘイさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
タカシマユウゴさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30
タカスケイゴさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00
タカスケイゴさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
タカダシンスケさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30
タカハシゲンタさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30
タケダソウタさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
タテヤマハルさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00
タナカミヒロさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00

タナカリクさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00
タニザキシンセイさん 剣道 10/7(土)　〈3〉15:00
タニザキシンセイさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30
タニモトユナさん バスケット 10/7(土)　〈3〉15:30
タニモトユナさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00

ツ ツチダリョウさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30
ツルタミノリさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30
ツルタリナさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30
ツルマルショウさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00

テ テラサキサラさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
テラサキマナさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
テラソバケイさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00

ト トクシゲアカリさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00
トマチソウタさん 剣道 10/7(土)　〈1〉11:00
トマチモモカさん 剣道 10/7(土)　〈1〉11:00
トミナガユズキさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00
トヨフクサクラさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00



五十音 お子様氏名 第１種目 開始時間
ナ ナイトウケンシンさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00

ナオツカタツキさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30
ナガイヒロトさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30
ナカエジンさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00
ナカエユウノさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00

ナガオカエイシンさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
ナガサワナオキさん 剣道 10/7(土)　〈2〉13:00
ナカシマエイタさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30
ナカシマホノカさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
ナガセリュウイチさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
ナカヅルリツトさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
ナカハラケイスケさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30
ナカハラリクさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
ナカムラハナさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
ナカムラハルさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
ナカムラリュウマさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
ナガヤマカオルさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
ナガヤマカオルさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00
ナガヤマヒロキさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
ナガヤマミユさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
ナガヤマミユさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00
ナリタコウヤさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30

ニ ニカイカエデさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00
ニシカンタさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30

ニシザカハルトさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00
ニシダコトネさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00
ニシダツカサさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30

ニシノアユナさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
ニシミヒヨリさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00
ニシムラシオンさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30
ニノミヤリュウセイさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
ニノミヤルイさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
ニンシゴウさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
ネギシトウマさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00
ノガミモモコさん 剣道 10/7(土)　〈1〉11:00
ノガミモモコさん バスケット 10/7(土)　〈2〉13:30
ノグチアイカさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
ノグチホノミさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00
ノナカミツキさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30
ノナカユヅキさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30



五十音 お子様氏名 第１種目 開始時間
ハ ハシモトマサカズさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30

ハタエタクトさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00
ハタエニジカさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30

ハタケヤマカズキさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00
ハナオカサラさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30
ハナダコウシさん サッカー 10/7(土)　〈1〉10:30
ハナダコウシさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00
ハナダユウセイさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
ババサキナさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30
ババユイナさん バスケット 10/7(土)　〈3〉15:30
ババユイナさん 剣道 10/7(土)　〈3〉15:00
ババユウセイさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30
ハマサキヨシキさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30
ハマタニイブキさん 剣道 10/7(土)　〈1〉11:00
ハママツゼンさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30
ハマユウセイさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00
ハヤシタクヤさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
ハヤシダモモカさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00
ハヤシリトさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00

ハラグチリュウヤさん 剣道 10/7(土)　〈3〉15:00
ハラダカンタロウさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
ヒガシハラシオリさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00

ヒ ヒダカマサトさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
ヒライワタルさん 剣道 10/7(土)　〈1〉11:00
ヒライワタルさん バスケット 10/7(土)　〈2〉13:30
ヒラシマコウタさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
ヒラシマソウタさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
ヒロシゲアラシさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
ヒロセソウタさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30
ヒロムラニナさん バスケット 10/7(土)　〈3〉15:30

フ フクナガアキトさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
フクナガソウマさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
フジモトハルキさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
フジモリカイラさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
フルヤリクさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30

ホ ホリグチココナさん バスケット 10/7(土)　〈3〉15:30
ホリグチ歩太琉さん バスケット 10/7(土)　〈3〉15:30
ホンダカケルさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
ホンダツバサさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
ホンボリエコさん 剣道 10/7(土)　〈2〉13:00
ホンボリエコさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00
ホンボリヒロキさん 剣道 10/7(土)　〈2〉13:00
ホンボリヒロキさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00



五十音 お子様氏名 第１種目 開始時間
マ マスカワココナさん バスケット 10/7(土)　〈3〉15:30

マツオコタロウさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
マツグチメイさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
マツナガジュンさん バスケット 10/7(土)　〈3〉15:30
マツナガジュンさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30
マツモトカズマさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00
マツモトハルキさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30
マツモトユウセイさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30
マツモトリンさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00
マツモトリンさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30
マツヤマアオイさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30
マツヤマコウキさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30

ミ ミズタハヅキさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00
ミズマカホさん かけっこ 10/8(日)　〈3〉16:00
ミゾベユウトさん 剣道 10/7(土)　〈1〉11:00
ミヤザキセナさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00
ミヤザキハルトさん かけっこ 10/7(土)　〈1〉12:00
ミヤザキユウスケさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
ミヤザトマサキさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30
ミヤザトリュウキさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00
ミヤザトリュウキさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30
ミヤマシュウトさん 剣道 10/7(土)　〈1〉11:00
ミヤマシュウトさん バスケット 10/7(土)　〈2〉13:30
ミヤマムウトさん 剣道 10/7(土)　〈1〉11:00
ミヤマムウトさん バスケット 10/7(土)　〈2〉13:30
ミヨシユイカさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00

ム ムタグチハルマさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30
ムラタケンシンさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30

モ モウリカノンさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
モリイツキさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
モリカナメさん かけっこ 10/8(日)　〈3〉16:00
モリソウスケさん かけっこ 10/8(日)　〈3〉16:00
モリタケンセイさん 剣道 10/7(土)　〈2〉13:00
モリタトウシンさん 剣道 10/7(土)　〈2〉13:00
モリタナナミさん かけっこ 10/8(日)　〈1〉12:00

モリタハヤトさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00
モリタヒナコさん 剣道 10/7(土)　〈2〉13:00
モリトウマさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
モリモトリンさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30
モリヤマアカリさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30
モリヤマキョウゴさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
モリヤマユウアさん かけっこ 10/8(日)　〈2〉14:00
モリヤマユリカさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30



五十音 お子様氏名 第１種目 開始時間
ヤ ヤスカワタカノリさん 野球 10/8(日)　〈2〉13:30

ヤノリョウマさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
ヤノリョウマさん バスケット 10/7(土)　〈2〉13:30
ヤハラハルさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00
ヤマウラタイガさん サッカー 10/8(日)　〈2〉12:30
ヤマグチタイガさん 剣道 10/7(土)　〈1〉11:00
ヤマグチリキさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈2〉13:00
ヤマサキケイシさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30
ヤマダケイスケさん 野球 10/8(日)　〈3〉15:30
ヤマネルイさん 剣道 10/7(土)　〈3〉15:00
ヤマモトマナさん バスケット 10/7(土)　〈1〉11:30
ヤマモトマナさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00
ヨシオカルオンさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈1〉11:00
ヨシザワヒロキさん サッカー 10/8(日)　〈3〉14:30
ヨシダアイキさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00
ヨシダアカリさん リズミックカラテ 10/8(日)　〈3〉15:00
ヨシダソウマさん サッカー 10/7(土)　〈2〉12:30
ヨシダソウマさん バスケット 10/7(土)　〈2〉13:30
ヨシダタクミさん 剣道 10/7(土)　〈2〉13:00
ヨシダハルヒコさん 野球 10/8(日)　〈1〉11:30
ヨシムラマルカさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00

ワ ワカマツアオイさん サッカー 10/7(土)　〈3〉14:30
ワカマツアオイさん かけっこ 10/7(土)　〈2〉14:00
ワタナベアスカさん かけっこ 10/8(日)　〈3〉16:00
ワタナベマサムネさん サッカー 10/8(日)　〈1〉10:30
ワタムラナツキさん かけっこ 10/8(日)　〈3〉16:00


