
全学年知能 14:15 算数2 14:15

きく 小針
全学年知能 14:15 2歳児知能 14:15 2歳児知能 14:15 前田 寛奈
たけ 山中 さくら 宇野 さくら 宇野 小野 瑞希
野田 環菜 釼谷 岳 釼谷 岳 白石 さくら
佐藤 稟太朗 マツキヨ 櫻井 絢乃 柴又 睦
村上 武 東島 達憲
前田 寛奈 有村 航紀
原田 愛子 山内 陽之助 そよかぜ

窪田 蓮斗
釼谷 岳 算数3 14:15

たけ 釼谷 算数2 14:15

渡邊 翔太 全学年知能 15:15 たけ 由香
野田 環菜 たけ 釼谷 全学年知能 14:15 坂本 旭
村川 茉優 小野 瑞季 ホール 井上 村上 武

全学年知能 14:15 城野 凪 村川 茉優 中野 駿 後藤 楓
小松崎 琉生 イエローハット 古屋 陽向 椎名 莉子 丸源 木村 璃音
倉田 樹 小貫 朔太郎 小山 一花 小貫 朔太郎
加藤 藍 千葉寺駅 藤枝 朔矢 鈴木 海翔 古屋 陽向
上田 琉平 倉田 樹 遠藤 楓 本多 良平
高橋 侑愛 泉谷公園 遠山 隆宗 賞雅 瑞月

五月女 朝香 小松崎 琉生 イエローハット

算数4 14:15 西平 笑舞 横尾 雫
きく 小針 水間 結月
椎名 莉子 丸源 内 瑞希
鶴岡 樹里 秋葉 都羽

幼児プリント 14:15 宍倉 理子 櫻井 竜翔
きく 太田 鈴木 海翔 全学年知能 16:30 鶴岡 樹里
上村 美結 安藤 陸人 千葉寺駅 さくら 小針 全学年知能 14:15

村川 茉優 遠山 隆宗 中島 杏栞 ホール 下平
小野 琴音 荻田 真央 マツキヨ

全学年知能 14:15 杉本 大和 真辺 結翔
ホール 由香 屋宮 百稀 蘇我3 芳賀沼 理紗 南田公園

山内 陽之助 そよかぜ 福岡 輝樹 中尾 咲來
孫 楊茗 真弓 華歩 多田 周平
柴本 秀一 加藤 慶悟 菅家 雅人 グリンベルト

西村 春哉 平松 賢太朗 土志田 柚希
岩崎 未來 木原 崚賀 芦澤 実弥
東島 達憲 永井 悠人 蘇我駅

大塚 未結 奥谷 健介 全学年知能 15:15

全学年知能 16:30 岩崎 凛乃 たけ 由香
さくら 小針 南原 涼 パークハイツ 小野 瑞希
中島 妃彩 山内 咲穂 城野 奏紗
岡本 龍星 上村 美結
奥谷 柊介 北村 愛美

北村 千波
知能プリント 17:30

さくら 小針
小野 琴音 全学年知能 14:15

全学年知能 14:15 杉本 大和
ホール 原 小市 陽葵 全学年知能 16:30

小野 瑞希 屋宮 百稀 さくら 小針
中嶋 鷹洋 第５公園 仲村 和優 城野 凪
望田 壮真 横川 美晴 高橋 一生
白石 さくら 星野 光留 京葉銀行 前田 隼汰
本多 良平 孫 若雄 孫 若雄
中村 悠人 泉 希奈 白井 莉衣菜

知能プリント 17:30 佐藤 心羽 原 諒一朗 水道局

さくら 小針 中尾 祐斗 村上 貴一 大森小

田村 玲 坂本 旭 伊吹 東眞 大森小

柴又 睦 中鉢 晴友 川戸小

福井 修平 宮崎台下 丸野 陽翔
今井 成
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算数6 16:30 算数8 17:30
すみれ 井上 たけ 由香

未就園知能 14:15 真辺 陽翔 池田 周大 全学年知能 14:15

さくら 宇野 野老 朝陽 仲村 枝里子 たけ 山中
釼谷 岳 後藤 泰成 工藤 柚月 平野 結衣

高澤 菜津子 大森小 伊藤 みずほ 工藤 美月
野田 結里愛 大森小 内 美柊
松本 来 宮崎第２公園 田中 康 ひよどり

地頭所　芽衣 大森小 白井 希亜
釼谷　 岳

算数6 16:30 算数8 17:30
全学年知能 15:15 ばら 小針 きく 太田

全学年知能 14:15 さくら 釼谷 佐藤 颯祐 小野 琴音
ホール 井上 小野 瑞希 濱田 あかり 中村 心遥
守田 響 丹 凛陽 岩花 奏海 斎藤 安曇
木村 璃音 岩元 雅樹 丹 凛陽 竹藪 彩絵
渡邉 翔太 後藤 泰成 鶴岡 大地 竹藪 茉弥 全学年知能 14:15

津留 夏花 真辺 陽翔 有光 永翔 おゆみ野 西村 健太郎
西村 美緒 五月女 朝香 秋山 陽希 木内 滉也
野老 春陽 鶴岡 大地 前田 隼汰 鳥羽 光 大森小

髙橋 侑愛 泉谷公園 佐藤 颯祐

安藤 陸人 千葉寺駅 窪田 葵斗 全学年知能 16:30
木嶋 貫太 五月女 陽香 もも 下平 算数10 17:30
有村 航紀 新井 駿介 中村 心咲 まつ 釼谷
髙橋 諒真 レインボー 荒井 海志 中村 圭吾 中村 心咲
上田 琉平 永嶌 紬葵 鳥羽 光 大森小 中村 圭吾
宍倉 理子 西村 健太郎 仁和 龍太
加藤 藍 千葉寺駅 詫摩 晃久 嶋 惟斗

伊藤 みずほ 久松 依知 幼児プリント 14:15

中村 心遥
算数5 16:30 金坂 澪奈 青葉の森保育 全学年知能 17:30
たけ 由香 久松 依知 もも 下平
伊藤 蓮姫 蘇我小 嶋 惟斗 野老 朝陽

全学年知能 14:15 今井 成 有光 永翔 おゆみ野

ホール 美紀 秋山 碧利 エステ 辻 真聖
小野 瑞希 森川 怜 全学年知能 16:30 松本 来 宮崎第２公園

岩元 穂佳 伊藤 瑞姫 蘇我小 さくら 美紀 濱田 あかり
マット ドゥルー 遠山 隆宗 田村 玲 岩花 奏海 未就園算数 14:15
マット ユリナヴェン 真庭 果歩 大森小 岩花 優月 秋山 陽希
新井 悠真 五月女 陽香 寺門 佳穂 野田 結里亜 大森小

寺村 咲希 Ｋマート 孫 若雄 小市 陽葵
山内 咲穂 中鉢 晴友 川戸小 鈴木 健太
後藤 楓 算数5 16:30 中村 美晴

きく 太田 遠山 龍正 丸源

荒井 海志 島村 竜生 全学年知能 17:30
後藤 杏朱 高橋 優誠 泉谷小 さくら 山中
後藤 楓奈 第一教習所 西村 早矢 皆川 篤輝
皆川 篤輝 久松 里安 山内 桜子

算数1 14:15 村上 貴一 大森小 東新 照広 秋山 碧利 エステ

まつ 釼谷 伊吹 東眞 大森小 小野 琴音 濱田 みのり
真辺 結翔 長崎 晴幸 算数7 17:30 後藤 杏朱
永嶌 紬葵 西田 悠人 すみれ 原 星野 光瑠 京葉銀行

土志田 柚希 山内 桜子 久松 里安 西田 悠人
窪田 蓮斗 高澤 良輔 大森小 中村 美晴 長崎 晴幸

西村 早矢 大森小 嶋 香凛
行木 皇輝 西村 栞

算数5 16:30 詫摩 晃久 横川 美晴
まつ 釼谷 算数7 17:30
窪田 葵斗 ばら 小針

算数1 14:15 横川 美晴 岩花 優月
西村 栞 寺門 佳穂
濱田 みのり 河野 日与奈
原 諒一朗 水道局 小市 陽葵 全学年知能 18:30

星野 光瑠 京葉銀行 島村 竜生 ばら 小針
嶋 香凛 高橋 優誠 泉谷公園 鳥羽 光
新井 駿介 鈴木 健太 木内 滉也

田村 玲 東新 照広
遠山 龍正 丸源 仁和 龍太
東新 照広

木 金


