
4月7日

昼（保） 夜（保） 夜（保） 昼 夜 昼 夜 昼 夜

1 卓球 アイホ ラグビー 水泳 スキー 準硬 こぶけん バド P研

2 準硬 フライング エゾリス バド エゾリス 男バス 水泳 ラグビー

3 スキー 茶道 アイホ 茶道

4 SST ハンド SST 女バス ジャズ研 卓球 自転車 自転車

5 ダンス 弓道 アカペラ ラグビー 女バレ 男バス エゾリス

6 準硬 卓球 ゴルフ 室内楽 陸上 アカペラ ジャズ研 吹奏楽

7 陸上 エゾリス ハンド 卓球 ダンス バド

8 うた 女バス バド SST 陸上 室内楽

9 硬テ アカペラ 軟野 フライング 茶道 女バス 柔道

10 アカペラ 剣道 アイホ フライング

11 吹奏楽 スキー ダンス 柔道 ラグビー 準硬 卓球

12 アイホ 女バレ こぶけん 男バレ うた 茶道 うた

13 男バレ 琴 準硬 軟野 茶道

14 ハンド ジャズ研 エゾリス ラグビー エゾリス 琴 女バス 女バス フライング

15 女バレ ダンス 柔道 室内楽 弓道 ラグビー バド 柔道 演劇

16 バド スキー ワンゲル SST

17 こぶけん バド ジャズ研 卓球 演劇 ゴルフ 軟野 水泳

18 男バレ ゴルフ 剣道 軟野 準硬 自転車 うた エゾリス うた

19 茶道 弓道 こぶけん 吹奏楽 ゴルフ 琴

20 硬テ 吹奏楽 茶道 女バレ ハンド 硬テ ワンゲル 硬テ

21 琴 軟野 男バス 卓球 アカペラ 水泳 演劇 ワンゲル

22 演劇 柔道 ジャズ研 女バレ ゴルフ ダンス 演劇 アイホ 準硬

23 ワンゲル 演劇 バド アイホ 室内楽 室内楽 ラグビー 剣道

24 弓道 硬テ サッカー 男バレ 室内楽

4月6日 4月12日 4月14日4月13日



25 室内楽 ラグビー 柔道 男バス アイホ サッカー SST 陸上

26 水泳 ワンゲル スキー フライング 琴 男バレ 男バレ

27 水泳 ワンゲル 水泳 男バス ワンゲル スキー 弓道 女バス

28 柔道 SST アイホ 自転車 P研 剣道 こぶけん SST

29 P研 P研 茶道 自転車 女バレ 軟野

30 自転車 陸上 男バレ 水泳 スキー P研 硬テ こぶけん

31 軟野 フライング サッカー 自転車 男バレ 剣道 ゴルフ

32 ラグビー 自転車 ゴルフ うた 柔道 吹奏楽 エゾリス ハンド

33 ゴルフ 琴 女バス P研 吹奏楽 スキー アカペラ

34 男バス うた バド 陸上 演劇 男バス ジャズ研

35 ダンス 琴 硬テ ジャズ研 ダンス

36 エゾリス 男バス 硬テ ハンド P研 フライング アカペラ 女バレ

37 サッカー 準硬 演劇 ジャズ研 軟野 弓道

38 P研 サッカー 自転車 吹奏楽 フライング 水泳 準硬 P研 スキー

39 茶道 女バス うた うた こぶけん 弓道 剣道 アイホ

40 アカペラ 吹奏楽 卓球 弓道 陸上 ゴルフ イリス会 サッカー

41 フライング 室内楽 ハンド サッカー 琴 ワンゲル 女バレ ハンド

42 剣道 男バレ ダンス サッカー 柔道 サッカー

43 剣道 演劇 女バレ SST 硬テ SST ワンゲル 卓球 ダンス

44 ジャズ研 こぶけん 室内楽 剣道 軟野 弓道 ハンド 琴 男バス

45 女バス 陸上 こぶけん アカペラ 吹奏楽


