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11:00  開場

11

11:40～ 学校部門/高等学校01部 (ポ|シボン編成)

小編 成

IP 001 埼丁県 甫和実業学園高等学校バトントワリング部

IP 002 神奈川県 神奈川県立瀬谷高等学校バトン部 TIGGERS

IP 003 神奈川県 蕎学苑高等学校チアリーディング部 F()RTES

中編成

IP 004 神奈川県 隣浜市立金沢高等学校バトントワリング部 WINNERS

IP 00〔 埼 玉 県 小松原女子高等学校バトン部

IP 00( 埼玉県 花咲徳栄高等学校バトン部

IP 001 千葉県 値草学園大学附属高等学校バトントワリング部

大編成

IP 008 埼 玉 県 奇玉県立所沢中央高等学校ダンス部

lP 009 神奈り県 黄浜創英高等学校バトン部 BRIGIITS

IP 010 山梨県 1府 市立甲府商業高等学校ソングリーダー部

IP 011 埼玉県 星野高等学校ペップアーツ部

休 憩

12:45～ 学校部門/中学校の部 (ボンボン編成 )

中編成

JP 00 神奈川県 横浜創英中学校バトン部 Power's Can Can

2150～ 学校盤円/1中学校の毬 (バ トンロ成)

小編成

,B lll11 埼 玉県 奇玉栄中学校バトン部

IB 002 神奈川県 ■模女子大学中学部

,B003 千葉 県 日出学園中学校バトントワリング部

中編成

りB004 東京都 大妻多摩中学校バトン部

'B005
千葉県 聖徳大学附属女 f11学 校バトン部

'8006
東京都 東京成徳大学中学校バトン部

'3007
千葉県 昭和学院中学校バトン部

大綱成

,8008 神奈川県 兼倉女学院中学校バトン部

,B009 神奈川岬 立真女学校中学部バトン部

,B01( 千葉県 支田高等学校付属中学校バトン部

,8011 埼玉県 星野学園中学校バトン部

,B012 東京都 共立女子中学校バトン部

,B013 東京都 江戸川女子中学校バトン部

,B014 東京都 十文字中学校バトン部

′B015 東京都 大妻中学校バトントワリング部

休 憩

14:12～ 学校部門/高等学校の部 (バ トン颯威)

小編成

IB 001 千葉県 聖徳大学附属女子高等学校バトン部

IB 002 栃木県 足利短期大学附属高等学校バトントワリング部

IB 003 栃木県 塀木県立宇都宮商業高等学校バトントフリング部

:B004 神奈川県 申奈川県立市ケ尾高等学校バトン部

lB 005 埼玉県 ■村国際高等学校バトントフリング部

IB 006 東京都 距村女子高等学校トワーリングバトン部

IB 007 栃木 県 ヨ鴎大学足利高等学校バトントワリング部

IB 008 東京都 日本橋女学館高等学校バトン部

IB 009 神奈川県 北鎌倉女子学園高等学校バトン部

IB 01( 千葉県 昭和学院高等学校バトン部

18011 栃木県 子都宮文星女子高等学校バトントフリング部

IB 012 千葉 県 日出学園高等学校バトントフリング部

IB 013 栃木県 栃末県立高根沢高等学校バトントワリング同好会

東京 都 千代 H女学悧中学・高等学校バトン部

IB 015 神奈川県 争央大学附属横浜高等学校バトン部

憩

5:37～ 中編成

IB 016 東京 Iff 魯學院高等学校バトン部

IB 017 東京都 大妻多摩高等学校バトン部

IB 018 神奈川 県 黄浜市立横浜商業高等学校バトントワリング部

IB 019 千葉 県 千葉敬愛高等学校バトン部

IB 02( 東京都 力沢学園女子中学校。高等学校バトン部

IB 021 東京者

`

東京成徳入学高等学校バトンチーム

18022 神奈 川 垢 神奈川学園高等学校バトントワリング部

IB 023 神奈川F 神奈川県立川和高等学校バトントワリング部

神奈り 拝 ■模女子大学高等部

IB 025 埼玉県 埼玉栄高等学校バトン部

憩

6:37～ 大編成

IB 026 東京都 大妻高等学校バトントワリング部

IB 027 東京都 し脇学園高等学校バトンクラブ

神奈川県 姜倉女学院高等学校バトン部

1802( 神奈川 県 神奈川県立荏lI高等学校バトントフリング部

埼玉県 星野高等学校パトン部

18031 東京都 場友学園女子高等学校バトントフリング班

東京都 共立女子高等学校バトン部

東京都 卜文字高等学校バトン部

{803` 群馬県 自崎商科大学附属高等学校

13035 東京都 杉並学院高等学校バトントワーリング部

7:27～ ゲス ト1漬 1

木 想

閉 会 式

☆このタイムテープルはあくまでも目安です。

式開



第 48回関東大会 第 2自  10月 27日 (日 )‐般部門

11:00  開場

10:30～ 開 会 式

10:45～ 一般部門/U-12(ペ ップアーツ編成 )

12P001 千葉県 キッヅバトンSOC

12P002 埼 玉 県 セーラーズ Jr

12P003 茨城 県 クッキーズJrバトンクラブ

704 12P004 埼玉 県 などりBATON教室プリティキッズ

11103～ 一般部門/U-12(バ トン編成)

12B001 千葉 県 カレイジャストワラーズ

12B002 東京都 嶺町バトンクラブキューティーズ

12B003 群馬 県 クレインバトンスタジオ ジュニア

12B004 東京都 ツインバトンスタジオ キャンディートワラーズ

12B005 茨城県 ASPIRE BATON
12B006 栃木県 〕ATSUKI Happy Girl｀ s

128007 東京都 凍馬バトンクラブ

12B008 東京都 IJト ワールキッズ

12B009 東京都 チェリーズバトンクラブ

休 憩

‖:48～ ―般部門/U-12(バ トン編成)

12B010 埼玉 県 エンジェルバトンチーム

12B011 東京都 下馬L.M.Cジ ュニアフレンズ

123012 千葉県 I,M Baton Uravasuジ ュニア

128013 埼 玉 県 ちくみバトンクラブ

123014 東京都 桜新町バトンクラブジュニア

123015 詳馬 県 バトンファクトリー

12B016 東京都 LILYバトンスタジオ

12B017 千葉 県 )ute t、virler

128018 千葉 県 ユニバーサルバトン

本 想

12:59～ 一般書『Fl U-18(′ トヽン編成 )

18B001 東京都
「

S(東京成徳学園)ファーストバトン

18B002 東京 都 K☆ bracing

18B003 東 京 都 目學院 MiM CheFi TWirlers

18B004 神 奈川 県 平塚バトンクラブ

18B005 東京都 JJトワールメイツ

188006 東京都 雪谷バトンクラブジュニアチーム

183007 神奈川県 バトンチーム チェリーズ ジュニア

183008 千葉県 10M Baton Uravasu

188009 埼玉 県 Blue Twinkle
188010 千葉 県 )lear Baton

188011 東京都 リトル・マーメイド

188012 埼玉県 バトンクラブセーラーズ

183013 群 馬県 クレインバトンスタジオ

本 憩

4 ～ 一般部門/OPE‖ (ペ ップアーツ編成 )

OPP001 東京都 キッヅバトン

OPP002 栃木 県 〕ATSUKI Dream Sparkles

OPP003 茨城 県 筑波シャイニーバトンクラブ

OPP004 東京都 下馬 L.M.C.

宋 憩

4:39～ 二段部門/OPE‖ くバ トン編成 )

740 OPB001 東京都 雪谷バトンクラブ

OP3002 神 奈り1県 鶏見バトンスタジオ

東京都 自由が丘バトンクラブ

743 OP3004 東京都 ツインバトンスタジオ

744 OPB005 神奈 川 岬 バトンチーム チェリーズ

千葉県 田中よりこバトンスタジオ

本 憩

5 t‐ ‐般部門ノOPEl(バ トン編成 )

東京都 リヾームチーム・TokyO

神 奈川 県 杉浦紀子バトンスタジオ

748 神 奈川 県 洋光台バトン

OPB010 東京都 桜新町バトンクラブ

OPBO‖ 東京都 創価ジャスティスウィングス

OPB012 茨城 県 クッキーズバトンクラブ

9～ ゲス ト演技

木 憩

16:09～ 閉 会 式

☆このタイムテーブルはあくまでも目安です。


