
登録№ 都県 団　体　名 登録№ 都県 団　体　名

 9:30 15:08 一般部門／U-12（ペップアーツ編成）

10:00 51 千葉 MAKUHARI・ミルキートワラーズジュニア

10:05 学校部門／中学校の部（バトン編成） 52 東京 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ

1 東京 共立女子中学校バトン部 15:17 一般部門／U-12（バトン編成）

2 神奈川 相模女子大学中学部ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾞ部 53 東京 嶺町バトンクラブキューティーズ

3 千葉 聖徳大学附属女子中学校バトン部 54 千葉 K・Iバトン

4 東京 大妻多摩中学校バトン部 55 千葉 Y.T　Essバトンチーム

5 東京 大妻中学校バトントワリング部 56 埼玉 エンジェルバトンチーム

6 神奈川 捜真女学校中学部ﾊﾞﾄﾝ部 57 東京 ツインバトンスタジオ　キャンディートワラーズ

7 千葉 成田高等学校付属中学校バトン部 58 茨城 クッキーズＪｒ．バトンクラブ

8 東京 東京成徳大学中学校バトン部 59 群馬 クレインバトンスタジオ　ジュニア

9 千葉 昭和学院中学校バトン部 60 東京 リトル・マーメイド　フェスタ

10 東京 江戸川女子中学校バトン部 61 千葉 カレイジャストワラーズ

11 埼玉 星野学園中学校バトン部 62 東京 ＬＩＬＹ　バトンスタジオ

12 東京 鷗友学園女子中学校　バトントワリング班 63 埼玉 ＴＷＩＲＬ　i Majorettes

休憩 休憩

11:04 学校部門／高等学校の部（バトン編成） 16:11 一般部門／U-18（ペップアーツ編成）

13 群馬 高崎商科大学附属高等学校バトントワリング部 64 茨城 ASPIRE BATON 

14 埼玉 山村国際高等学校バトントワリング部 65 埼玉 ちくみバトンクラブ

15 埼玉 埼玉栄中学・高等学校バトン部 66 東京 JJトワールメイツ

16 神奈川 神奈川県立市ケ尾高等学校バトン部 67 埼玉 バトンクラブセーラーズ

17 千葉 昭和学院高等学校バトン部 68 栃木 SATSUKI　Dream Sparkles

18 神奈川 鎌倉女学院高等学校ﾊﾞﾄﾝ部 16:36 一般部門　U-18（バトン編成）

19 東京 大妻高等学校バトントワリング部 69 東京 雪谷バトンクラブジュニアチーム

20 東京 共立女子高等学校バトン部 70 神奈川 平塚バトンクラブ

21 神奈川 中央大学附属横浜高等学校ﾊﾞﾄﾝ部 71 東京 リトル・マーメイド

22 神奈川 神奈川県立川和高等学校ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ部 72 千葉 clear Baton

23 神奈川 神奈川県立荏田高等学校ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ部 73 栃木 SATSUKI　DREAMERS　バトンﾄﾜｰﾘﾝｸﾞ

24 千葉 聖徳大学附属女子高等学校バトン部 74 東京 TS（東京成徳学園）ファーストバトン

25 栃木 栃木県立宇都宮商業高等学校バトントワリング部 75 東京  K☆bracing

26 埼玉 星野高等学校バトン部 76 群馬 クレインバトンスタジオ

休憩 77 東京 チェリーズバトンクラブ

12:19 27 栃木 白鷗大学足利高等学校バトントワリング部 78 埼玉 Blue Twinkle

28 東京 日本橋女学館高等学校バトン部 休憩

29 東京 大妻多摩高等学校バトン部 17:31 一般部門／OPEN（ペップアーツ編成）

30 東京 杉並学院中学高等学校バトントワーリング部 79 東京 下馬L.M.C.

31 栃木 宇都宮文星女子高等学校バトントワリング部 80 神奈川 洋光台バトン

32 東京 十文字高等学校バトン部 81 埼玉 エンジェルバトン・ペップアーツチーム

33 神奈川 相模女子大学高学部ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾁｰﾑTresMignon 82 茨城 クッキーズバトンクラブ

34 栃木 足利短期大学附属高等学校バトントワリング部 休憩

35 神奈川 神奈川学園高等学校バトントワリング部 17:56 一般部門／OPEN（バトン編成）

36 東京 千代田女学園中学・高等学校バトン部 83 東京 自由が丘バトンクラブ

37 千葉 千葉敬愛高等学校バトン部 84 千葉 MAKUHARI・ミルキートワラーズ

38 東京 東京成徳大学高等学校バトンチーム 85 東京 桜新町バトンクラブ

39 東京 鷗友学園女子高等学校バトントワリング班 86 神奈川 杉浦紀子バトンスタジオ

40 東京 藤村女子高等学校トワーリングバトン部 87 東京 ツインバトンスタジオ

休憩 88 神奈川 ヨコハマリトルメジャレッツ

13:34 学校部門／高等学校の部（ポンポン編成） 89 神奈川 鶴見バトンスタジオ

41 山梨 甲府市立甲府商業高等学校ソングリーダー部 90 東京 雪谷バトンクラブ

42 千葉 植草学園大学附属高等学校バトントワリング部 91 千葉 田中よりこバトンスタジオ

43 埼玉 小松原女子高等学校バトン部 92 東京 創価ジャスティスウィングス

44 埼玉 浦和実業学園高等学校バトントワリング部 18:46

45 埼玉 星野高等学校ペップアーツ部 休憩

46 神奈川 横浜創英高等学校バトン部BRIGHTS 19:01 U-12のの部・U-18の部・OPENの部　表彰式・閉会式

47 神奈川 神奈川県立瀬谷高等学校バトン部TIGGERS

48 神奈川 横浜市立金沢高等学校バトントワリング部WINNERS

14:14 学校部門／中学校の部（ポンポン編成）

49 神奈川 横浜創英中学校ﾊﾞﾄﾝ部Power's Can Can

休憩

14:23 一般部門／未就学の部（ペップアーツ編成）

50 埼玉 ちくみバトンクラブエンジェルキッズ

休憩

14:38 中学校の部・高等学校の部・未就学の部　表彰式

ゲスト

開場

開会式

第４９回関東大会　タイムスケジュール


