
３月28日現在

時　間 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 7時32分 森田　弘美 末原　俊七 金光　彰 澤田　修

2 7時39分 高野　勝 廣田　美紀 塚田　浩昭 塚田　有美子

3 7時46分 檀野　健一 檀野　智子 木村　武志 平野　桂子

4 7時53分 難波　修二 中徳　英明 佐々木　三良 山﨑　満

5 8時00分 寺内　義幸 藪　久美子 勢喜　清則 勢喜　佐知

8時07分

6 8時14分 藤江　一雄 誉田　永吉 高島　健司 大黒　尚

7 8時21分 加山　昇 西尾　勝彦 中村　太一 中辻　義治

8 8時28分 伊藤　博俊 宮下　美加 渡部　譲 上野　知子

9 8時35分 尾崎　理 和泉　仁志 柳谷　充伸 柳谷　茂子

10 8時42分 永禮　靖子 駒崎　真由美 田中　義仁 栫井　謙治

11 8時49分 柏原　俊髙 中辻　厚雄 松田　匡祐 忠藤　浩二

8時56分

12 9時03分 下西　貞男 藤森　勉 石渡　惟浩 石渡　敏一

13 9時10分 河内　明 永田　美幸 河本　永二 河本　瑠夏

14 9時17分 源内　和広 花谷　佳二 中田　慎吾 盛　雅志

15 9時24分 矢形　茂 増田　明 松尾　進一 西原　裕二

16 9時31分 関口　幸一 米田　健司 田仲　延好 山本　勝弘

9時38分

17 9時45分 諸井　武彦 中浦　吉広 岡之上　篤一 渋谷　英樹

18 9時52分 宮﨑　敏彰 内藤　伸吾 山本　悦司 廣池　正勝

19 9時59分 関口　謙治 定　正幸 阪井　昌浩 松本　竜吾

20 10時06分 林　良平 森口　直子 石田　博 大本　誓税

21 10時13分 鈴木　真弓 嶋田　豪洋 久保　清 浅香　貞清

22 10時20分 葛村　和正 葛村 　泰子 東野　景一 佐藤　徹

23 10時27分 辻尾　卓也 東口　剛 平野　功一郎 呉松　正一郎

24 10時34分 新堀　英二 木村　哲也 中野　真哉 毛穴　真二

西-北
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調整枠（円滑に進めるため）　　　　

調整枠

調整枠

前の組との間隔をあけない様に



時　間 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 7時32分 高見　圭二 西小城　正樹 原口　和子 中島　康子

2 7時39分 山本　眞奈美 平野　斗紀 篠原　一仁 吉岡　紀美子

3 7時46分 亀井　靖夫 団　利蔵 林　義治 藪内　正光

4 7時53分 村上　幹男 早川　淳也 橋戸　徹 万戸　浩二

5 8時00分 花井　正博 橋本　典子 西川　泰弘 山田　良文

8時07分

6 8時14分 小谷　寛 下川　好隆 佐山　博 宮里　吉一

7 8時21分 谷　誠一 仲谷　隆次 渡邊　佑介 川本　正浩

8 8時28分 小田　博之 中辻　正男 池上　祥弘 池上　浩身

9 8時35分 金子　武徳 酒井　亮太 宮瀬　たまき 浅井　良紀

10 8時42分 藪田　行雄 藪田　亮介 兼子　謙一 池垣　亮

11 8時49分 高槻　誠治 森下　幸一 川畑　健太 松本　裕司

8時56分

12 9時03分 北野　幸彦 矢野　祐士 長谷川　倫生 高野　満

13 9時10分 横田　章 辻野　正俊 山内　正江 田代　里千代

14 9時17分 稲井　功吉 中薗　友和 小杉　真由美 西口　優子

15 9時24分 池田　功三 中井　育久 山口　寛子 奥野　良子

16 9時31分 篠原　健二 金本　康来

9時38分

17 9時45分 東　泰久 成田　海珠 山崎　公郎 石渡　年樹

18 9時52分 村瀬　和也 村瀬　昌恵 福本　俊裕 垣本　喜巳

19 9時59分 阪井　一仁 髙比良喜美子 小林　稔 小林　三千代

20 10時06分 橋本　佳世 阪野　昌子 中谷　美世子 川﨑　恭代

21 10時13分 廣田　和之 比嘉　雅也 磯﨑　仁司 今西　よしみ

22 10時20分 貞岡　弘之 小猿　貴久子 松本　聡 間所　千香子

23 10時27分 天羽　さくら 奥　優芽 小猿　裕之 中川　益秀

キャンセル 魚谷　泰治 魚谷　大樹

北-南

調整枠

調整枠

一日笑顔で楽しくがんばろう

調整枠


