
8才 安立 睦さん 

４才 安立 拓史さん  

1才 陣内 遥睦さん 

2才 大島 咲楽さん 

① ３月１３日（火）～３月１９日（月） 

② ３月２０日（火）～３月２６日（月） 



3才 村元 暁洋さん   

3才 いのまた あおいさん   １０才 竹内 ゆうとさん 

６才 竹内 まさとさん  

③ ３月２７日（火）～４月２日（月） 

④ ４月３日（火）～４月９日（月） 



７才 鵜月 悠さん  ３才 斉藤 学さん 

2才 鵜月 駿さん 8才 しだ ななかさん 

⑤ ４月１０日（火）～４月１６日（月） 

⑥ ４月１７日（火）～４月２３日（月） 



7才 小川 希海さん 

３才 小川 雪希さん  

１才 酒井 弥さん   

９才 薄井 大晴さん 

⑦ ４月２４日（火）～４月３０日（月） 

⑧ ５月１日（火）～５月７日（月） 



３才 来住野 遥夏さん  

11才 田中 美笑優さん 

8才 田中 のんのさん   

５才 酒井 皐さん  

⑨ ５月８日（火）～５月１４日（月） 

⑩ ５月１５日（火）～５月２１日（月） 



４才 花田 将生さん  1１才 柳 りせさん 

10才 櫻井 結さん 2才 花田 直樹さん 

⑪ ５月２２日（火）～５月２８日（月） 

⑫ ５月２９日（火）～６月４日（月） 



６才 釜谷 真生さん 

６才 こうの ゆうなさん  ７才 さくらいさん 

３才 こうの けいたさん 

⑬ ６月５日（火）～６月１１日（月） 

⑭ ６月１２日（火）～６月１８日（月） 



10才 釜谷 悠生さん ７才 小林 綾さん  

６才 佐藤 歩実さん ８才 地さん  

⑮ ６月１９日（火）～６月２５日（月） 

⑯ ６月２６日（火）～７月２日（月） 



４才 松浦 葵音さん   

２才 松浦 旭さん   ９才 佐藤 恵実さん 

８才 金子 百合音さん  

⑰ ７月３日（火）～７月９日（月） 

⑱ ７月１０日（火）～７月１６日（月） 



８才 鋼 桂汰さん ８才 しま作 ももさん  

３才 鋼 咲良さん 10才 篙 千咲さん 

⑲ ７月１７日（火）～７月２３日（月） 

⑳ ７月２４日（火）～７月30日（月） 



7才 多月 駿乃介さん 

6才 多月 ひな乃さん 

５才 せきぐち さきさん 

３才 せきぐち はなさん  

㉑ ７月３１日（火）～８月６日（月） 

㉒ ８月７日（火）～８月１３日（月） 



４才 中村 慧さん  ７才 冨井 りんさん  

７才 なかむら りんさん   1才 羅 安那さん 

㉓ ８月１４日（火）～８月２０日（月） 

㉔ ８月２１日（火）～８月２７日（月） 



８才 山田 はるき さん 

2才 すずき ひより さん 

４才 すずき りょうせいさん 

８才 石井 りりかさん 

㉕ ８月２８日（火）～９月３日（月） 

㉖ ９月４日（火）～９月１０日（月） 



7才 田辺 恭平さん 

８才 千代原 岬さん  

５才 いとう しおんさん 

４才 新井 ゆいかさん 

㉗ ９月１１日（火）～９月１７日（月） 

㉘ ９月１８日（火）～９月２４日（月） 



８才 村上 明りさん  

６才 おおはし りおなさん 

４才 おおはし かれんさん  

５才 あさぬま さえさん 

㉙ ９月２５日（火）～１０月１日（月） 

㉚ １０月２日（火）～１０月８日（月） 



９才 杉山 優虎さん  

５才 すぎやま るうさん 

５才 尾崎 結さん 

３才 尾崎 誠也さん  

㉛ １０月９日（火）～１０月１５日（月） 

㉜ １０月１６日（火）～１０月２２日（月） 



11才 石井 美空さん 

８才 美谷 和希さん 

２才 鎌柄 達海さん  

５才 岩崎 佳凛さん 

㉝ １０月２３日（火）～１０月２９日（月） 

㉞ １０月３０日（火）～１１月５日（月） 



８才 杉田 夏乃さん 

７才 かとう ゆうなさん  

３才 岩崎 佳音さん 

３才 藤井 穂果さん  

㉟ １１月６日（火）～１１月１２日（月） 

㊱ １１月１３日（火）～１１月１９日（月） 



５才 寺田 一穂さん 

2才 寺田 姿織さん 

1才 瀬戸口 こころさん 

5才 瀬戸口 ひなたさん 

㊲ １１月２０日（火）～１１月２６日（月） 

㊳ １１月２７日（火）～１２月３日（月） 



７才 岩崎 彩華さん  

6才 土屋 ゆきなさん ７才 鈴木 爽羅さん  

９才 鈴木 香璃那さん  

㊴ １２月４日（火）～１２月１０日（月） 

㊵ １２月１１日（火）～１２月１７日（月） 



４才 寺田 理佐さん  

６才 よこやま えいたさん 

９才 土屋 瑞希さん 

４才 小泉 陽太さん 

㊶ １２月１８日（火）～１２月２４日（月） 

㊷ 平成31年１月２５日（火）～１月３日（月） 



６才 鈴木 海里さん 

8才 まとはら ひなつさん ４才 鈴木 潤さん  

６才 よこやま こう大さん 

㊸ １月４日（金）～１月１０日（木） 

㊹ １月１１日（金）～１月１７日（木） 


