
レッスン参加者リスト（順不同、敬称略） ※「講演会」については次のページに記載 最終更新日時：12/13 19:39

１２月１４日（土）

9:00-10:00 10:30-12:00 13:30-15:00 15:30-17:00

1 古屋 虹花 1 ムラカミ コウユウ 1 源 拓真 1 阿部 心平

2 幸田 蓮大 2 原田 雄登 2 高出 晴日 2 伊藤 迦音

3 高村 秋徳 3 砂山 弘樹 3 山森 絵莉華 3 宮崎 凰雅

4 山森 愛華 4 山川 美樹 4 織田 能毅 4 近藤 真優奈

5 中村 環佑 5 山田 琢成 5 前田 優 5 源 拓真

6 藤江 理智 6 守内 大地 6 中川 詠斗 6 高木 鈴奈

7 河合 悠真 7 上田 郁子 7 中村 謙心 7 三原 光玖

8 岩本 遼 8 新 尚也 8 林 彩乃 8 三原 煌大

9 玉木 彩愛 9 赤松 駿 9 嘉門 祥楽 9 成瀬 祥太郎

10 山本 真歩 10 前田 吉朗 10 工藤 珠音 10 村上 尚人

11 西谷 和起 11 中川 由利子 11 山森 姿月 11 中司 瑞希

12 川畑 陽哉 12 中川 竜希 12 山村 未来 12 直喜 慶也

13 竹村 美玲 13 田村 惇 13 寺譯 楓斗 13 板坂 翼

14 中山 瑛斗 14 白鳥 由紀子 14 浅田 祐暉 14 立見 生吹

15 中山 立稀 15 板坂 淳司 15 池泉 太智 15 釜谷 充希

16 町田 進次朗 16 永井 隆一郎 16 竹村 碧人 16 釜谷 春希

17 北村 堅佑 17 宮西 崇広 17 竹内 聡 17 釜谷 美咲希

18 堀田 創介 18 山口 拓也 18 平野 航大 18 竹村 碧人

19 濱坂 陸希 19 持田 有将 19 保志場 美空 19 竹内 聡

20 濱本 智咲花 20 石田 晃嗣 20 矢原 青空 20 吉田 圭佑

21 村上 浩一 21 矢原 明弥 21 槻谷 俊弥

22 東 恵子 22 小川 真空 22 吉田 悠真

23 南 幸夫 23 柴田 零士 23 野原 惇央

24 済田 耕祐 24 板坂 翼 24 権野 博也

１２月１５日（日）

9:00-10:00 10:30-12:00 13:30-15:00 15:30-17:00 

1 原 満里子 1 山橋 一大 1 河合 康典 1 奥村 玲央

2 谷内 久夫 2 村中 氷見子 2 舘 毅晃 2 吉田 奈央

3 仲谷 健夫 3 竹 洋子 3 亀田 智絵子 3 山崎 壮大

4 井原 美樹 4 田辺 雅美 4 小林 洋子 4 松下 大斗

5 加藤 政博 5 藤井 年也 5 庄田 伸一 5 松根 拓希

6 笠本 俊介 6 馬淵 規嘉 6 上田 浩司 6 上田 陸翔

7 喜多 みどり 7 福田 清美 7 上田 由紀 7 清水端 海音

8 根来 洋子 8 木村 真由美 8 浅井 麻子 8 清水端 碧乃

9 山岸 良子 9 野々山 宗成 9 塩田 孝江 9 前田 紗知

10 山本 浩一 10 齊田 有孝 10 河合 史世 10 天谷 俊介

11 小町 康夫 11 舘 圭一 11 栗原 一美 11 南出 旺樹

12 森口 孝志 12 吉野  友祐 12 香川 達弘 12 宮下 茉桜

13 川上 恵子 13 原田 裕介 13 森田 祥子 13 戸口 琉花

14 川端 薫 14 古川 智也 14 成田 聡 14 山岸 新太

15 増崎 克 15 高森 和希 15 清本 三和永 15 小波 うた

16 竹内 邦弘 16 上田 康代 16 青山 倫子 16 小波 久斗

17 直山 秀人 17 織田 恵績 17 浅井 理沙 17 生駒 琉茄

18 津田 仁巳 18 石切 とも子 18 谷井 政樹 18 石井 瑛士

19 彦野 和喜夫 19 塚本 凌大 19 中田 信幸 19 泉 航太

20 平 明人 20 藤田 友彦 20 猪平 照美 20 前田 恵椛

21 平加 康祐 21 廷々 真樹 21 村中 菫

22 北川 陽子 22 島田 めぐみ 22 長谷川 紬

23 北村 梨乃 23 木下 祐里 23 野々山 仁

24 堀田 道徳 24 奥出 悠貴 24 濱﨑 ちはる

キッズ（小学３年以下） 一般 ジュニア（高校生以下） ジュニア（高校生以下）

シニア（６０歳以上） 一般 一般 ジュニア（高校生以下）



講演会参加者リスト（順不同、敬称略） 最終更新日時：12/13 19:39

１２月１４日（土） １７：３０～１８：３０ 講演会

・内履きを持参してください。（スリッパ等は貸し出しできません。）

・体育館内で実施します。床に座ることになりますので、座布団等を持参することをお勧めします。

  （床が傷つくため、椅子の持ち込みはできません）

・暖房設備等ございませんので、防寒着の着用をお願いします。

1 古屋 虹花 41 直喜 慶也 81 喜多 陽子

2 幸田 蓮大 42 立見 生吹 82 吉本 律子

3 山森 愛華 43 吉田 圭佑 83 荒木 虎志

4 中村 環佑 44 槻谷 俊弥 84 三浦 久和

5 藤江 理智 45 権野 博也 85 三原 喜美男

6 ムラカミ コウユウ 46 原 満里子 86 三原 里美

7 原田 雄登 47 谷内 久夫 87 新川 光子

8 砂山 弘樹 48 仲谷 健夫 88 成瀬 千鶴

9 山川 美樹 49 山橋 一大 89 斉藤 美穂

10 山田 琢成 50 村中 氷見子 90 前田 孝一郎

11 守内 大地 51 竹 洋子 91 前田 幸子

12 上田 郁子 52 田辺 雅美 92 中山 博文

13 新 尚也 53 藤井 年也 93 田中 邦近

14 赤松 駿 54 馬淵 規嘉 94 田中 涼子

15 前田 吉朗 55 福田 清美 95 米田 千香

16 中川 由利子 56 木村 真由美 96 前田 猛夫

17 中川 竜希 57 野々山 宗成 97 水上 悦子

18 田村 惇 58 齊田 有孝 98 鈴木 ひとみ

19 白鳥 由紀子 59 上田 康代 99 川西 悠樹

20 板坂 淳司 60 河合 康典 100 川西 恭子

21 源 拓真 61 亀田 智絵子

22 高出 晴日 62 小林 洋子

23 山森 絵莉華 63 庄田 伸一

24 前田 優 64 上田 浩司

25 中川 詠斗 65 上田 由紀

26 中村 謙心 66 浅井 麻子

27 林 彩乃 67 奥村 玲央

28 小川 真空 68 吉田 奈央

29 柴田 零士 69 山崎 壮大

30 板坂 翼 70 松下 大斗

31 阿部 心平 71 松根 拓希

32 伊藤 迦音 72 上田 陸翔

33 宮崎 凰雅 73 清水端 海音

34 近藤 真優奈 74 清水端 碧乃

35 高木 鈴奈 75 前田 紗知

36 三原 光玖 76 天谷 俊介

37 三原 煌大 77 南出 旺樹

38 成瀬 祥太郎 78 阿蘇 陽子

39 村上 尚人 79 阿蘇 和寿

40 中司 瑞希 80 加巳野 一八



■内履きの持参について

受講者、見学者双方とも内履きの用意をお願いします

■キャンセル期間と費用について

「 ttk.mail@gmail.com 」まで連絡してください。

・１２月１４日がイベント当日の場合は１１日までは無料、１２日以降は全額負担となります。

・１２月１５日がイベント当日の場合は１２日までは無料、１３日以降は全額負担となります。

■アクセスについて
・車でお越しの場合

    以下の駐車場をご利用願います。

・公共の交通機関の場合

    金沢駅からIRいしかわ鉄道で津幡駅まで１３分

    津幡駅からタクシーで１０分

駐車場について

以下の２か所を使用してください

体育館

(会場)

駐車場

駐車場


