
６月19日（日）
通し番号 通し番号

1 横浜翠嵐 横浜 1 横浜翠嵐 横浜
2 旭 横浜 2 旭 横浜
3 金沢 横浜 3 金沢 横浜
4 市ヶ尾 横浜 4 金井 横浜
5 荏田 横浜 5 荏田 横浜
6 南 横浜 6 南 横浜
7 関東学院 横浜 7 関東学院 横浜
8 川和 横浜 8 川和 横浜
9 岸根 横浜 9 岸根 横浜

10 港北 横浜 10 港北 横浜
11 城郷 横浜 11 城郷 横浜
12 東 横浜 12 東 横浜
13 白山 横浜 13 横須賀 横三
14 横須賀 横三 14 横須賀学院 横三
15 横須賀学院 横三 15 大和西 北相
16 三浦初声 横三 16 厚木 北相
17 大和西 北相 17 相模原弥栄 北相
18 厚木 北相 18 高浜 西湘
19 相模原弥栄 北相 19 茅ヶ崎北稜 湘南
20 高浜 西湘 20 鵠沼 湘南
21 茅ヶ崎北稜 湘南 21 湘南台 湘南
22 鵠沼 湘南 22 大船 湘南
23 大船 湘南 23 カリタス女子 川崎
24 麻生 川崎 24 麻生 川崎
25 法政二 川崎 25 法政二 川崎
1 日本大学 横浜 1 日本大学 横浜
2 横浜商業 横浜 2 横浜商業 横浜
3 公文国際 横浜 3 公文国際 横浜
4 金沢総合 横浜 4 金沢総合 横浜
5 橘学苑 横浜 5 橘学苑 横浜

6 サイエンス 横浜 6 市ヶ尾 横浜

7 桜丘 横浜 7 サイエンス 横浜
8 横浜清風 横浜 8 桜丘 横浜
9 関東学院六浦 横浜 9 横浜清風 横浜

10 横浜南陵 横浜 10 関東学院六浦 横浜
11 保土ヶ谷 横浜 11 横浜南陵 横浜
12 舞岡 横浜 12 横須賀大津 横三
13 田奈 横浜 13 三浦初声 横三
14 湘南学院 横三 14 湘南学院 横三
15 横須賀大津 横三 15 相模原中等 北相
16 麻溝台 北相 16 麻溝台 北相
17 相模原中等 北相 17 大和 北相
18 上鶴間 北相 18 函嶺白百合 西相
19 大磯 西相 19 大磯 西相
20 西湘 西相 20 鎌倉女学院 湘南
21 茅ヶ崎 湘南 21 茅ヶ崎 湘南
22 七里ガ浜 湘南 22 七里ガ浜 湘南
23 生田 川崎 23 洗足学園 川崎

24 市立橘 川崎 24 生田 川崎

PM
12：30集合
13：00開始
16：00終了

令和４年度　強化普及練習会　時間割振りについて

学校名（地区） 学校名（地区）
男子（新横浜公園） 女子（岸根高校）

AM
8：30集合
9：00開始
12：00終了


