
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
1 2 髙田　紗那(5) ﾀｶﾀﾞ ｻﾅ 白石/福岡小
2 255 村上　由奈(5) ﾑﾗｶﾐ ﾕﾅ 涌谷･美里/北浦小
3 73 及川　希望(5) ｵｲｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 仙台/ランナーズハイ
4 74 佐藤　綾音(5) ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 仙台/テリオスＡＣ
5 75 福島　碧衣(5) ﾌｸｼﾏ ｱｵｲ 仙台/将監中央小
6 76 元木　来玲亜(5) ﾓﾄｷ ｸﾚｱ 仙台/ランナーズハイ
7 77 山平　弥英(5) ﾔﾏﾋﾗ ﾐﾊﾅ 仙台/ランナーズハイ
8 29 山田　萌花(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾓｴｶ 岩沼/岩沼Ｊｒ．ＲＣ
9 220 都筑　陽菜乃(5) ﾂﾂﾞｷ ﾋﾅﾉ 栗原/築館小

10 221 小松　愛美(5) ｺﾏﾂ ｱﾐ 栗原/栗駒小
11 39 阿部　日和(5) ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ 名取/下増田小
12 271 金澤　凛音(5) ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｵﾝ 宮城/ランナーズハイ
13 272 岩崎　心花(5) ｲﾜｻｷ ｺﾉｶ 宮城/ランナーズハイ
14 265 畠山　惺来(5) ﾊﾀﾔﾏ ｼｬﾅ 加美/宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上
15 179 熊谷　結心(5) ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｱ 気仙沼/松岩小
16 180 吉田　優希(5) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 気仙沼/松岩小
17 117 石山　紗羅(5) ｲｼﾔﾏ ｻﾗ 利府/利府三小
18 118 千葉　陽彩(5) ﾁﾊﾞ ﾋｲﾛ 利府/菅谷台小
19 119 田村　優香南(5) ﾀﾑﾗ ﾏｶﾅ 利府/利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
20 141 狩野　優来(5) ｶﾘﾉ ﾕﾗ 石巻/河北陸上スポ少
21 146 内海　菜々香(5) ｳﾂﾐ ﾅﾅｺ 石巻/石小陸上スポ少
22 156 黒川　愛来(5) ｸﾛｶﾜ ｱｲﾗ 石巻/住吉開北スポ少
23 157 林　優花(5) ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 石巻/住吉開北スポ少

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
1 3 皆川　翔雲(5) ﾐﾅｶﾜ ｼｮｳｳﾝ 白石/白石第二小
2 4 村上　創哉(5) ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾔ 白石/永野小
3 255 中村　光(5) ﾅｶﾑﾗ ｺｳ 涌谷･美里/涌谷陸上スポ少
4 73 榊原　慈音(5) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｵﾝ 仙台/テリオスＡＣ
5 74 小島　史也(5) ｺｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ 仙台/テリオスＡＣ
6 75 中嶋　蒼太(5) ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀ 仙台/仙台南陸上ｸﾗﾌﾞ
7 76 白倉　佳(5) ｼﾗｸﾗ ｹｲ 仙台/テリオスＡＣ
8 77 泰田　宇宙(5) ﾀｲﾃﾞﾝ ｿﾗ 仙台/テリオスＡＣ
9 29 我妻　陽斗(5) ｱｶﾞﾂﾏ ﾊﾙﾄ 岩沼/岩沼Ｊｒ．ＲＣ

10 220 氏家  颯(5) ｳｼﾞｲｴ ﾘｭｳ 栗原/一迫小
11 221 菅原　悠太(5) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 栗原/金成小
12 39 大庭　天祐(5) ｵｵﾊﾞ ﾃﾝﾕｳ 名取/愛島小
13 265 小松　煌寿(5) ｺﾏﾂ ｺｳｼﾞｭ 加美/宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上
14 179 畠山　一気(5) ﾊﾀｹﾔﾏ ｲｯｷ 気仙沼/階上小
15 180 熊谷　朔人(5) ｸﾏｶﾞｲ ｻｸﾄ 気仙沼/松岩小
16 117 平良　琉心(5) ﾀｲﾗ ﾘｭｳｼﾝ 利府/青山小
17 141 庄子　奏生(5) ｼｮｳｼﾞ ｶﾅｳ 石巻/石巻市陸上
18 150 佐藤　春太(5) ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀ 石巻/蛇田陸上スポ少
19 160 千葉　麗雅(5) ﾁﾊﾞ ｳﾙｶﾞ 石巻/石巻西スポ少
20 161 松岡　裕(5) ﾏﾂｵｶ ﾕｳ 石巻/石巻西スポ少

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
1 1 髙橋　綾乃(6) ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾉ 白石/白川小
2 244 千葉　あかり(6) ﾁﾊﾞ ｱｶﾘ 大崎/古川第二小
3 78 高橋　舞衣(6) ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 仙台/アスリート仙台
4 79 髙橋　蘭(6) ﾀｶﾊｼ ﾗﾝ 仙台/仙台南陸上ｸﾗﾌﾞ
5 80 神　心那(6) ｼﾞﾝ ｺｺﾅ 仙台/テリオスＡＣ
6 81 寺島　南美(6) ﾃﾗｼﾏ ﾐﾅﾐ 仙台/ランナーズハイ
7 82 村上　和楓(6) ﾑﾗｶﾐ ﾉﾄﾞｶ 仙台/柳生小

"日清食品カップ" 
第３６回宮城県小学生陸上競技交流大会

エントリーリスト

＊＊＊　小学５年女子１００ｍ　＊＊＊

＊＊＊　小学５年男子１００ｍ　＊＊＊

＊＊＊　小学６年女子１００ｍ　＊＊＊



8 37 引田　千聖(6) ﾋｷﾀ ﾁｾｲ 岩沼/岩沼西小クラブ
9 222 鎌田　理々華(6) ｶﾏﾀ ﾘﾘｶ 栗原/宮野小

10 223 大場　諒音(6) ｵｵﾊﾞ ﾘｵﾝ 栗原/築館小
11 40 菅原　実莉(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾉﾘ 名取/ゆりが丘小
12 261 畠山　七呼(6) ﾊﾀﾔﾏ ﾅﾅｺ 加美/宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上
13 181 佐藤　真悠(6) ｻﾄｳ ﾏﾕ 気仙沼/津谷小
14 182 佐々木　咲良(6) ｻｻｷ ｻｸﾗ 気仙沼/気仙沼小
15 120 佐々木　瑠那(6) ｻｻｷ ﾙﾅ 利府/利府二小
16 121 河原　由佳(6) ｶﾜﾊﾗ ﾕｶ 利府/利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
17 122 鶴谷　ことみ(6) ﾂﾙﾔ ｺﾄﾐ 利府/利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
18 142 高橋　芽生(6) ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 石巻/河北陸上スポ少
19 144 平井　美虹(6) ﾋﾗｲ ﾐｸ 石巻/石小陸上スポ少
20 145 佐々木　柚香(6) ｻｻｷ ﾕｽﾞｶ 石巻/石小陸上スポ少
21 155 山下　花依(6) ﾔﾏｼﾀ ｶｴ 石巻/鹿妻陸上スポ少

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
1 1 中澤　涼人(6) ﾅｶﾞｻﾞﾜ ｽｽﾞﾋﾄ 白石/白石第二小
2 2 田部　一樹(6) ﾀﾍﾞ ｶｽﾞｷ 白石/七ヶ宿ＲＣ
3 254 後藤　優月(6) ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 涌谷･美里/涌谷陸上スポ少
4 78 斉藤　颯太(6) ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 仙台/テリオスＡＣ
5 79 佐々木　晶斗(6) ｻｻｷ ｱｷﾄ 仙台/テリオスＡＣ
6 80 谷川　蓮(6) ﾀﾆｶﾞﾜ ﾚﾝ 仙台/テリオスＡＣ
7 81 後藤　駿斗(6) ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 仙台/テリオスＡＣ
8 82 佐藤　文(6) ｻﾄｳ ﾌﾞﾝﾀ 仙台/大和アカデミー
9 30 加茂　琉靖(6) ｶﾓ ﾘｭｳｾｲ 岩沼/岩沼西小クラブ

10 222 佐々木　耀汰(6) ｻｻｷ ﾃﾙﾀ 栗原/築館小
11 223 佐藤　知久(6) ｻﾄｳ ﾄﾓﾋｻ 栗原/築館小
12 40 目黒　舜大(6) ﾒｸﾞﾛ ｼｭﾝﾀ 名取/下増田小
13 270 近藤　優虎(6) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 宮城/テリオスＡＣ
14 261 澁谷　拳心(6) ｼﾌﾞﾔ ｹﾝｼﾝ 加美/宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上
15 181 伊藤　玄(6) ｲﾄｳ ｹﾞﾝ 気仙沼/新城小
16 182 小山　大輝(6) ｵﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 気仙沼/新城小
17 59 齋藤　裕翔(6) ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 角田/角田クラブ
18 142 今野　太誠(6) ｺﾝﾉ ﾀｲｾｲ 石巻/石巻市陸上
19 144 山崎　璃久(6) ﾔﾏｻﾞ ｷﾘｸ 石巻/河北陸上スポ少
20 146 伊東　隼稀(6) ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 石巻/石小陸上スポ少
21 149 島田　悠斗(6) ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 石巻/稲井陸上スポ少

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
1 4 佐藤　椿姫(6) ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｷ 白石/大平小学校

5 佐久間　玲奈(6) ｻｸﾏ ﾚｲﾅ
5 高野　達琉(6) ﾀｶﾉ ｾｲﾘｭｳ
6 山家　徠飛(6) ﾔﾝﾍﾞ ﾗｲﾄ

2 89 男乕　結衣(6) ｵﾉﾄﾗ ﾕｲ 仙台/ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲＡ
90 坂本　くれは(6) ｻｶﾓﾄ ｸﾚﾊ
88 千葉　凱斗(6) ﾁﾊﾞ ｶｲﾄ
89 洞澤　雄(6) ﾎﾗｻﾜ ﾕｳ
90 秋元　義輝(6) ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾃﾙ

3 91 宮本　有菜(6) ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾅ 仙台/ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲＢ
92 栗原　虹心(6) ｸﾘﾊﾗ ﾆｺ
93 林　楓夏(6) ﾊﾔｼ ﾌｳｶ
91 安齋　太智(6) ｱﾝｻﾞｲ ﾀｲﾁ
92 菊田　瑛心(6) ｷｸﾀ ｴｲｼﾝ

4 31 斎藤　美菜(6) ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾅ 岩沼/岩沼Jr.RC Ａ
32 早坂　心寧(5) ﾊﾔｻｶ ｺｺﾈ
33 布田　にこ(5) ﾌﾀﾞ ﾆｺ

＊＊＊　小学６年男子１００ｍ　＊＊＊

＊＊＊　小学男女混合４ｘ１００ｍＲ　＊＊＊



32 髙橋　聖那(6) ﾀｶﾊｼ ｾｲﾅ
33 中村　元(6) ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝ
34 伊庭野　海音(5) ｲﾊﾞﾉ ﾐｵﾝ

5 34 蛯名　史織(5) ｴﾋﾞﾅ ｼｵﾘ 岩沼/岩沼Jr.RC Ｂ
35 寒風澤　玲那(5) ｻﾌﾞｻﾜ ﾚﾅ
36 牛澤　凛(5) ｳｼｻﾞﾜ ﾘﾝ
35 伊藤　大地(6) ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ
36 佐藤　祐太(5) ｻﾄｳ ﾕｳﾀ
37 及川　來夢(5) ｵｲｶﾜ ﾗｲﾑ

6 228 髙橋　凛(6) ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 栗原/築館小学校
229 平山　優奈(6) ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾅ
290 菅原　望愛(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾉｱ
228 晝八　一綺(6) ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｶﾂﾞｷ
229 菅原　勢馴(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｾﾅ
290 佐藤　希研(6) ｻﾄｳ ﾏｷﾄ

7 262 内海　緋菜(5) ｳﾂﾐ ﾋﾅ 加美/宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上
263 車塚　心優(5) ｸﾙﾏﾂｶ ﾐﾕ
262 猪股　蓮(5) ｲﾉﾏﾀ ﾚﾝ
264 後藤　龍馬(5) ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾏ

8 185 岸　明衣子(6) ｷｼ ﾒｲｺ 気仙沼/鹿折小学校
186 中野　絵里捺(6) ﾅｶﾉ ｴﾘﾅ
185 石川　弘脩(6) ｲｼｶﾜ ｺｳｽｹ
186 及川　雅生(6) ｵｲｶﾜ ﾏｻｷ

9 126 石山　すみれ(6) ｲｼﾔﾏ ｽﾐﾚ 利府/利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
127 小嶋　佐英(6) ｵｼﾞﾏ ｻｴ
128 小熊　くるみ(6) ｺｸﾞﾏ ｸﾙﾐ
118 日野　脩杜(6) ﾋﾉ ｼｭｳﾄ
119 及川　晟斗(6) ｵｲｶﾜ ｾｲﾄ

10 129 秋山　海結(6) ｱｷﾔﾏ ﾐﾕ 利府/青山小学校
130 川原　優愛(6) ｶﾜﾊﾗ ﾕｱ
131 伊藤　莉月(6) ｲﾄｳ ﾘﾂﾞｷ
120 千葉　悠稀(6) ﾁﾊﾞ ﾕｳｷ
121 奥山　琥珀(6) ｵｸﾔﾏ ｺﾊｸ
122 阿部　敏人(5) ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ

11 132 石川　真凪(6) ｲｼｶﾜ ﾏﾅ 利府/大和アカデミー
133 川崎　葵子(6) ｶﾜｻｷ ｷｺ
134 大和　桃子(5) ﾔﾏﾄ ﾓﾓｺ
123 安藤　恋(6) ｱﾝﾄﾞｳ ﾚﾝ
124 伊藤　蒼(6) ｲﾄｳ ｿｳ

12 147 佐々木　心花(5) ｻｻｷ ｺﾉｶ 石巻/石小陸上スポ少
148 鈴木　碧羽(5) ｽｽﾞｷ ｱｵﾊﾞ
147 鴬出　博也(5) ｳｸﾞﾃﾞ ﾋﾛﾔ
148 山口　裕盛(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ

13 153 市川　莉緒(5) ｲﾁｶﾜ ﾘｵ 石巻/蛇田陸上スポ少
154 相澤　優香(6) ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｶ
152 太田　纏夏(6) ｵｵﾀ ﾃﾝｶ
153 阿部　純也(6) ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
154 日野　理史(5) ﾋﾉ ﾖｼﾌﾐ

14 158 阿部　優菜(5) ｱﾍﾞ ﾕﾅ 石巻/住吉開北スポ少
159 佐藤　ゆの(5) ｻﾄｳ ﾕﾉ



157 梶原　璃音(5) ｶｼﾞﾜﾗ ﾘｵﾝ
158 佐藤　虎雅(5) ｻﾄｳ ｺｳｶﾞ

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
1 245 氏家　心(6) ｳｼﾞｲｴ ｼﾝ 大崎/古川第二小
2 83 南部　結衣(6) ﾅﾝﾌﾞ ﾕｲ 仙台/白百合ＡＣ
3 224 新沼　清夏(6) ﾆｲﾇﾏ ｻﾔｶ 栗原/若柳小
4 225 伊藤　瑠南(6) ｲﾄｳ ﾙﾅ 栗原/若柳小
5 264 佐藤　響(5) ｻﾄｳ ｷｮｳ 加美/宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上
6 149 氏家　羽奈(6) ｳｼﾞｲｴ ﾊﾅ 石巻/蛇田陸上スポ少
7 150 熊谷　彩花(6) ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔｶ 石巻/蛇田陸上スポ少

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
1 256 千葉　淳矢(6) ﾁﾊﾞ ｱﾂﾔ 涌谷･美里/涌谷陸上スポ少
2 224 小泉　慧知(5) ｺｲｽﾞﾐ ｹｲﾄ 栗原/栗駒小
3 225 佐藤　愛翔(6) ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ 栗原/築館小
4 263 尾形　陸斗(5) ｵｶﾞﾀ ﾘｸﾄ 加美/宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上
5 183 渡邊　柊弥(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾔ 気仙沼/新城小
6 145 高橋　歩蓮(6) ﾀｶﾊｼ ｱﾚﾝ 石巻/河北陸上スポ少
7 156 菅　匠映(6) ｽｶﾞ ｼｮｳｴｲ 石巻/住吉開北スポ少

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
1 3 川村　日満里(5) ｶﾜﾑﾗ ﾋﾏﾘ 白石/白石第一小
2 254 五島　るみ(5) ｺﾞｼﾏ ﾙﾐ 涌谷･美里/涌谷陸上スポ少
3 84 高橋　美百(6) ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 仙台/白百合ＡＣ
4 85 大橋　詩織里(6) ｵｵﾊｼ ｼｵﾘ 仙台/仙台南陸上ｸﾗﾌﾞ
5 86 野末　茉佑(6) ﾉｽﾞｴ ﾏﾕ 仙台/白百合ＡＣ
6 87 佐々木　彩乃(6) ｻｻｷ ｱﾔﾉ 仙台/白百合ＡＣ
7 88 越後　彩(5) ｴﾁｺﾞ ｱﾔ 仙台/アスリート仙台
8 30 中野　ゆな(5) ﾅｶﾉ ﾕﾅ 岩沼/岩沼Ｊｒ．ＲＣ
9 226 佐々木　心羽(6) ｻｻｷ ﾐｳ 栗原/築館小

10 227 安保　菜央(6) ｱﾝﾎﾞ ﾅｵ 栗原/宮野小
11 41 狩野　玲花(6) ｶﾉ ﾚｲｶ 名取/下増田小
12 183 畠山　柚香(6) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｽﾞ 気仙沼/津谷小
13 184 酒井　詩織(6) ｻｶｲ ｼｵﾘ 気仙沼/津谷小
14 123 佐々木　琴乃(5) ｻｻｷ ｺﾄﾉ 利府/利府ｼﾞｭﾆｱ陸上
15 124 三澤　来海(5) ﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 利府/大和アカデミー
16 125 阿部　仁美(5) ｱﾍﾞ ﾋﾄﾐ 利府/大和アカデミー
17 143 佐藤　咲良(6) ｻﾄｳ ｻｸﾗ 石巻/河北陸上スポ少
18 151 今野　美彩(6) ｺﾝﾉ ﾐｱ 石巻/蛇田陸上スポ少
19 152 三浦　宥宇(6) ﾐｳﾗ ﾕｳ 石巻/蛇田陸上スポ少
20 160 高橋　舞(6) ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 石巻/石巻西スポ少

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 記録
1 83 玉渕　晴哉(6) ﾀﾏﾌﾞﾁ ﾊﾙﾔ 仙台/仙台南陸上ｸﾗﾌﾞ
2 84 踊場　柊(5) ｵﾄﾞﾘﾊﾞ ｼｭｳ 仙台/アスリート仙台
3 85 北川　颯大(6) ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 仙台/テリオスＡＣ
4 86 浅沼　育実(6) ｱｻﾇﾏ ｲｸﾐ 仙台/仙台南陸上ｸﾗﾌﾞ
5 87 菅田　龍助(5) ｽｶﾞﾀ ﾘｭｳｽｹ 仙台/テリオスＡＣ
6 31 大島　瞬(5) ｵｵｼﾏ ｼｭﾝ 岩沼/岩沼Ｊｒ．ＲＣ
7 226 千葉　弘翔(6) ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾄ 栗原/築館小
8 227 佐藤　鳳我(6) ｻﾄｳ ｵｳｶﾞ 栗原/瀬峰小
9 41 株木　陽真(6) ｶﾌﾞｷ ﾖｳﾏ 名取/ゆりが丘小

10 268 川尻　祥真(6) ｶﾜｼﾞﾘ ｼｮｳﾏ 宮城/テリオスＡＣ
11 269 橋本　拓弥(6) ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾔ 宮城/テリオスＡＣ

＊＊＊　小学女子コンバインドＢ　＊＊＊

＊＊＊　小学男子コンバインドＢ　＊＊＊

＊＊＊　小学女子コンバインドＡ　＊＊＊

＊＊＊　小学男子コンバインドＡ　＊＊＊



12 266 矢瀧　だいち(5) ﾔﾀｷ ﾀﾞｲﾁ 加美/宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上
13 184 菅原　翔太(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳﾀ 気仙沼/階上小
14 143 及川　策久(6) ｵｲｶﾜ ｻｸ 石巻/石巻市陸上
15 151 千葉　真大(5) ﾁﾊﾞ ﾏﾋﾛ 石巻/蛇田陸上スポ少
16 155 阿部　大空(6) ｱﾍﾞ ｿﾗ 石巻/鹿妻陸上スポ少
17 159 阿部　優翔(6) ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ 石巻/石巻西スポ少

〈参加選手・関係者〉各担当陸上協会へ

〈各陸上協会担当者〉宮城陸協　普及育成委員長へ

＊＊＊　上記エントリーリストに関する問合せ　＊＊＊


