
10月 11月

19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 6日 7日

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 土 日

NO 1 山田 佐野 安達 坂井 西野 筒井 丹羽 池山 大野 社本 野呂 安井 林 けんいち 須田 林田 山内 渡辺

2 山田 三浦 佐野 オギ 宇佐美家田 鬼頭 桜木 佐野 宮田 大曾根三浦 林 しょうこ 加藤 神谷 小川 鬼頭

3 大谷 稲垣 伊藤 宮崎 杉藤 山下 仲神 小浜 堀 宮田 鈴木 榊原 林 小林 藤平 柴田 脇田 坂野

4 小松 三宅 仲神 山地 奥村 田中 近藤 本間 原 鶴田 鵜飼 伊藤 近藤 安藤 佐野 犬飼 久納 津坂

5 宇津 酒井 加藤 大西 中島 水馬 加藤 山田 宇津 中田 飯野 島津 林田 久田 辻 石本 坂野 伊藤

6 小林 多田 真野 谷田 加藤 清水 石原 浅野 加藤 平林 島津 阪井 天野 芹澤 水野 小林 阪野

7 瀬口 加藤 田中 宇津 加藤 高橋 河田 神谷 長屋 平林 磯村 塩野谷大木 近藤 中島 松川

8 中野 宇津 加藤 藤澤 岸 小林 河野 山地 平林 稲垣 鈴木 早兼 原 三浦 加藤

9 稲垣 高藤 岡田 鬼頭 真野 加藤 小林 平林 瀬口 宇佐美 森田 加藤 近藤

10 鈴木 森山 岡田 岩田 太田 加藤 鵜飼 平林 阪野 藤原 小松 原 村上

11 吉田 河合 鬼頭 磯谷 瀬口 伊藤 立松 あき 神谷 奥村 乾

12 山基 フクモト喜多野 松永 鈴木 谷田 井上 古野 岸 増田 稲垣

13 山基 大河内 片岡 宇津 中島 片岡 片岡 岩田 谷田

14 滝 尾畑 高橋 紅谷 永田 加藤 鈴木 宇津

15 山守 石本 水野 芹澤 鈴木

16 水野 羽島 河合 瀬口 山内

17 丹羽 小林 阪井 サカニシ

18 丹羽 ヤマダ 入山 マスダ

19 丹羽 後藤 佐野 岩木

20 杉谷 鈴木 高井

21 藤田 鵜飼 松原

22 森田 三浦 谷田

23 宇津

24

25

26
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