
第３３回中日オープンインドア・アーチェリー大会第３３回中日オープンインドア・アーチェリー大会第３３回中日オープンインドア・アーチェリー大会第３３回中日オープンインドア・アーチェリー大会    

兼兼兼兼    第２回第２回第２回第２回 WINWINWINWIN    CUPCUPCUPCUP インドアアーチェリー大会インドアアーチェリー大会インドアアーチェリー大会インドアアーチェリー大会    

    

１．主催１．主催１．主催１．主催    ・主管・主管・主管・主管                愛知県アーチェリー協会愛知県アーチェリー協会愛知県アーチェリー協会愛知県アーチェリー協会    

２．共２．共２．共２．共                    催催催催                WIN&WINWIN&WINWIN&WINWIN&WIN            ウイン・ジャパンウイン・ジャパンウイン・ジャパンウイン・ジャパン    

３．後３．後３．後３．後                    援援援援                （公財）愛知県体育協会（公財）愛知県体育協会（公財）愛知県体育協会（公財）愛知県体育協会        （公社）全日本アーチェリー連盟（公社）全日本アーチェリー連盟（公社）全日本アーチェリー連盟（公社）全日本アーチェリー連盟        全日本実業全日本実業全日本実業全日本実業

団アーチェリー連盟団アーチェリー連盟団アーチェリー連盟団アーチェリー連盟        東海アーチェリー連盟東海アーチェリー連盟東海アーチェリー連盟東海アーチェリー連盟        中日新聞社中日新聞社中日新聞社中日新聞社        東海実業団東海実業団東海実業団東海実業団

アーチェリー連盟アーチェリー連盟アーチェリー連盟アーチェリー連盟        （公財）豊田市体育協会（公財）豊田市体育協会（公財）豊田市体育協会（公財）豊田市体育協会        レオ・プランニングレオ・プランニングレオ・プランニングレオ・プランニング    

４．協４．協４．協４．協                力力力力                東海学生アーチェリー連盟東海学生アーチェリー連盟東海学生アーチェリー連盟東海学生アーチェリー連盟        トヨタ自動車アーチェリー部トヨタ自動車アーチェリー部トヨタ自動車アーチェリー部トヨタ自動車アーチェリー部        豊田市アーチ豊田市アーチ豊田市アーチ豊田市アーチ

ェリー協会ェリー協会ェリー協会ェリー協会    

５．日５．日５．日５．日                    時時時時                平成２５年１月１２日（土）～１３日（日）平成２５年１月１２日（土）～１３日（日）平成２５年１月１２日（土）～１３日（日）平成２５年１月１２日（土）～１３日（日）    

    

１２日（土）１２日（土）１２日（土）１２日（土）        午後の部午後の部午後の部午後の部    （高校新人・中学生）（高校新人・中学生）（高校新人・中学生）（高校新人・中学生）                                                    定員２５２名定員２５２名定員２５２名定員２５２名                                                                                                                                

                                                                                                        受受受受    付付付付                        １１１１００００：：：：３３３３０～１１：０～１１：０～１１：０～１１：００００００００        開会式開会式開会式開会式        １１：１１：１１：１１：１１１１００００                                                    

競技開始競技開始競技開始競技開始                １１１１１１１１：：：：２２２２００００                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                            １３日（日）１３日（日）１３日（日）１３日（日）        午前の部午前の部午前の部午前の部    （高校の部）（高校の部）（高校の部）（高校の部）                                                                                        定員２５２名定員２５２名定員２５２名定員２５２名                                                                

受受受受    付付付付                    ０８：００～０８：２００８：００～０８：２００８：００～０８：２００８：００～０８：２０        開会式開会式開会式開会式        ０８：２５０８：２５０８：２５０８：２５                                    

競技開始競技開始競技開始競技開始            ０８：３５～０８：３５～０８：３５～０８：３５～    

午後の部午後の部午後の部午後の部    （（（（RCRCRCRC 一般・大学生）（一般・大学生）（一般・大学生）（一般・大学生）（CPCPCPCP・・・・BBBBBBBB））））                            定員２５２名定員２５２名定員２５２名定員２５２名    

            受受受受        付付付付                    １１：３０～１２：００１１：３０～１２：００１１：３０～１２：００１１：３０～１２：００        開会式開会式開会式開会式        １２：１０１２：１０１２：１０１２：１０        

競技開始競技開始競技開始競技開始            １２：２０～１２：２０～１２：２０～１２：２０～        

設営、競技の進行具合で時間設営、競技の進行具合で時間設営、競技の進行具合で時間設営、競技の進行具合で時間が変動しますのでが変動しますのでが変動しますのでが変動しますので早めの集合をお願いします。早めの集合をお願いします。早めの集合をお願いします。早めの集合をお願いします。                                                                                                                                                                        

６．会６．会６．会６．会                場場場場                        トヨタスポーツセンタートヨタスポーツセンタートヨタスポーツセンタートヨタスポーツセンター    第一体育館第一体育館第一体育館第一体育館    

                                                            豊田市保見町井向豊田市保見町井向豊田市保見町井向豊田市保見町井向    

                                                                            ①①①①体育館前広場は乗り入れ禁止体育館前広場は乗り入れ禁止体育館前広場は乗り入れ禁止体育館前広場は乗り入れ禁止        ②体育館進入路も乗り入れ禁止②体育館進入路も乗り入れ禁止②体育館進入路も乗り入れ禁止②体育館進入路も乗り入れ禁止    

                                                            ③構内道路外側の駐車場を利用のこと。バスは③構内道路外側の駐車場を利用のこと。バスは③構内道路外側の駐車場を利用のこと。バスは③構内道路外側の駐車場を利用のこと。バスは PPPP２専用駐車場へ。２専用駐車場へ。２専用駐車場へ。２専用駐車場へ。    

                                                            ④駐車場は無料です。１０００台駐車可④駐車場は無料です。１０００台駐車可④駐車場は無料です。１０００台駐車可④駐車場は無料です。１０００台駐車可    

                            ＊車の方＊車の方＊車の方＊車の方                東名三好インターより東名三好インターより東名三好インターより東名三好インターより    ８分８分８分８分    

                            ＊電車の方＊電車の方＊電車の方＊電車の方            JRJRJRJR 名古屋駅名古屋駅名古屋駅名古屋駅    →→→→    地下鉄東山線（１駅伏見で乗り換え）地下鉄東山線（１駅伏見で乗り換え）地下鉄東山線（１駅伏見で乗り換え）地下鉄東山線（１駅伏見で乗り換え）    →→→→    

                                                                    鶴舞線鶴舞線鶴舞線鶴舞線    名鉄豊田線豊田市名鉄豊田線豊田市名鉄豊田線豊田市名鉄豊田線豊田市駅行駅行駅行駅行    →→→→    三好ヶ丘下車三好ヶ丘下車三好ヶ丘下車三好ヶ丘下車    徒歩徒歩徒歩徒歩 12121212 分分分分    

７．参加資格７．参加資格７．参加資格７．参加資格                全日本アーチェリー連盟および全日本実業団アーチェリー連盟登録者全日本アーチェリー連盟および全日本実業団アーチェリー連盟登録者全日本アーチェリー連盟および全日本実業団アーチェリー連盟登録者全日本アーチェリー連盟および全日本実業団アーチェリー連盟登録者    

８．参加費８．参加費８．参加費８．参加費                        一般・大学生一般・大学生一般・大学生一般・大学生    ３，５００円３，５００円３，５００円３，５００円        

                                                    高高高高        校校校校        生生生生    ３，０００円３，０００円３，０００円３，０００円                中学生以下中学生以下中学生以下中学生以下        ２，０００円２，０００円２，０００円２，０００円    



９．競技種目９．競技種目９．競技種目９．競技種目                FITAFITAFITAFITA インドアラウンドインドアラウンドインドアラウンドインドアラウンド        １８ｍ６０射１８ｍ６０射１８ｍ６０射１８ｍ６０射    

１０１０１０１０．．．．    競技種別競技種別競技種別競技種別                リカーブ部門リカーブ部門リカーブ部門リカーブ部門男女（成年男子男女（成年男子男女（成年男子男女（成年男子 AAAA・・・・BBBB        高校生高校生高校生高校生        中学生中学生中学生中学生    ））））    

                                                        CPCPCPCP 部門男女部門男女部門男女部門男女            BBBBBBBB 部門男女部門男女部門男女部門男女    

１１．競技規定１１．競技規定１１．競技規定１１．競技規定                全本アーチェリー連盟競技規則による。全本アーチェリー連盟競技規則による。全本アーチェリー連盟競技規則による。全本アーチェリー連盟競技規則による。    

１２．申込期日１２．申込期日１２．申込期日１２．申込期日                平成２４年１２月１２日（水）平成２４年１２月１２日（水）平成２４年１２月１２日（水）平成２４年１２月１２日（水）    

１３．申込方法１３．申込方法１３．申込方法１３．申込方法                愛知県会員は支部を通じて高校生、中学生は各学校より申込のこと。愛知県会員は支部を通じて高校生、中学生は各学校より申込のこと。愛知県会員は支部を通じて高校生、中学生は各学校より申込のこと。愛知県会員は支部を通じて高校生、中学生は各学校より申込のこと。    

参加費は銀行振り込みで。参加費は銀行振り込みで。参加費は銀行振り込みで。参加費は銀行振り込みで。エントリー後の返金は今後一切しません。エントリー後の返金は今後一切しません。エントリー後の返金は今後一切しません。エントリー後の返金は今後一切しません。    

申込書送付先申込書送付先申込書送付先申込書送付先                                                                

〒４７１－００３５〒４７１－００３５〒４７１－００３５〒４７１－００３５    

        愛知県豊田市小坂町９丁目３０番地愛知県豊田市小坂町９丁目３０番地愛知県豊田市小坂町９丁目３０番地愛知県豊田市小坂町９丁目３０番地    

鈴村健治方鈴村健治方鈴村健治方鈴村健治方                                                            

愛知県アーチェリー協会事務局愛知県アーチェリー協会事務局愛知県アーチェリー協会事務局愛知県アーチェリー協会事務局    

０８０－５１２７－３２２７０８０－５１２７－３２２７０８０－５１２７－３２２７０８０－５１２７－３２２７    

    振込先振込先振込先振込先    

                                                                                                                                                            

蒲郡信用金庫蒲郡信用金庫蒲郡信用金庫蒲郡信用金庫    緑丘支店緑丘支店緑丘支店緑丘支店                                                

普通普通普通普通    １３０１７３１３０１７３１３０１７３１３０１７３                                                                        

愛知県アーチェリー協会愛知県アーチェリー協会愛知県アーチェリー協会愛知県アーチェリー協会        小山小山小山小山        弘弘弘弘                            

メールによるメールによるメールによるメールによる申込受付ます。ａｉｃｈｉ－ａｒｃｈｅｒｙ＠ｂｉｓｃｕｉｔ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ申込受付ます。ａｉｃｈｉ－ａｒｃｈｅｒｙ＠ｂｉｓｃｕｉｔ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ申込受付ます。ａｉｃｈｉ－ａｒｃｈｅｒｙ＠ｂｉｓｃｕｉｔ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ申込受付ます。ａｉｃｈｉ－ａｒｃｈｅｒｙ＠ｂｉｓｃｕｉｔ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ                                                                                                                                            

１４．表１４．表１４．表１４．表                彰彰彰彰                ＊＊＊＊総合優勝総合優勝総合優勝総合優勝    男女男女男女男女            カップ・表彰状カップ・表彰状カップ・表彰状カップ・表彰状        WINWINWINWIN 賞賞賞賞    

                                                        ＊各部門優勝者＊各部門優勝者＊各部門優勝者＊各部門優勝者                中日新聞社賞中日新聞社賞中日新聞社賞中日新聞社賞        愛知県競技委員会賞愛知県競技委員会賞愛知県競技委員会賞愛知県競技委員会賞            

                                                                                                愛知県体育協会賞愛知県体育協会賞愛知県体育協会賞愛知県体育協会賞        WINWINWINWIN 賞賞賞賞    

                                                    ＊リカーブ部門＊リカーブ部門＊リカーブ部門＊リカーブ部門    全種別全種別全種別全種別    １位～１位～１位～１位～    ６位６位６位６位    

                                            ＊＊＊＊CPCPCPCP 部門部門部門部門                男男男男    子子子子    １位～３位１位～３位１位～３位１位～３位            女女女女    子子子子    １位１位１位１位    

                                                    ＊＊＊＊BBBBBBBB 部門部門部門部門                男男男男    女女女女    １位１位１位１位    

参加者数により増減する。参加者数により増減する。参加者数により増減する。参加者数により増減する。        

１５．その他１５．その他１５．その他１５．その他                ①室内履きを用意のこと。入り口でチェックします。①室内履きを用意のこと。入り口でチェックします。①室内履きを用意のこと。入り口でチェックします。①室内履きを用意のこと。入り口でチェックします。    

                                                ②競技中の事故については主催者にて応急の処置はするがそれ以上の責任②競技中の事故については主催者にて応急の処置はするがそれ以上の責任②競技中の事故については主催者にて応急の処置はするがそれ以上の責任②競技中の事故については主催者にて応急の処置はするがそれ以上の責任

は負いません。は負いません。は負いません。は負いません。    

                                                ③館内禁煙（事務所喫煙ルーム有り）③館内禁煙（事務所喫煙ルーム有り）③館内禁煙（事務所喫煙ルーム有り）③館内禁煙（事務所喫煙ルーム有り）                                                                                                                                            

                                                ④暖房稼働予定④暖房稼働予定④暖房稼働予定④暖房稼働予定    

すべての問い合わせはすべての問い合わせはすべての問い合わせはすべての問い合わせは        ００００８０－５１２７－３２２７８０－５１２７－３２２７８０－５１２７－３２２７８０－５１２７－３２２７        県事務局県事務局県事務局県事務局    鈴村まで。鈴村まで。鈴村まで。鈴村まで。    

＊２０１２年ロンドンメダリスト招待します。＊２０１２年ロンドンメダリスト招待します。＊２０１２年ロンドンメダリスト招待します。＊２０１２年ロンドンメダリスト招待します。                                        

＊＊＊＊韓国選手来日韓国選手来日韓国選手来日韓国選手来日予定予定予定予定。。。。                                                                                                                                                    

大好評大好評大好評大好評    韓国スタッフによる実射クリニック韓国スタッフによる実射クリニック韓国スタッフによる実射クリニック韓国スタッフによる実射クリニック((((会場内会場内会場内会場内))))    

プロショップ多数出店プロショップ多数出店プロショップ多数出店プロショップ多数出店    ハスコ、ウイン、渋谷，ネクハスコ、ウイン、渋谷，ネクハスコ、ウイン、渋谷，ネクハスコ、ウイン、渋谷，ネクスト、スト、スト、スト、JPJPJPJP 等等等等    



第３３回中日オープンインドア・アーチェリー大会 

参加申込書（１３日高校生分）日曜日午前の部日曜日午前の部日曜日午前の部日曜日午前の部 

高校高校高校高校生生生生    

    

学校名 

責任者名 

住所（自宅・学校）〒 

電話                            FAX 

PC アドレス 

 

NO.NO.NO.NO.    参加種目参加種目参加種目参加種目    選手氏名選手氏名選手氏名選手氏名    備備備備    考考考考    

１ 男男男男                女女女女      

２ 男男男男                女女女女   

３ 男男男男                女女女女   

４ 男男男男                女女女女   

５ 男男男男                女女女女   

６ 男男男男                女女女女   

７ 男男男男                女女女女      

８ 男男男男                女女女女   

９ 男男男男                女女女女   

１０ 男男男男                女女女女   

１１ 男男男男                女女女女   

１２ 男男男男                女女女女   

１３ 男男男男                女女女女      

１４ 男男男男                女女女女      

１５ 男男男男                女女女女   

１６ 男男男男                女女女女   

１７ 男男男男                女女女女   

１８ 男男男男                女女女女   

１９ 男男男男                女女女女   

２０ 男男男男                女女女女      

 

高校生 ３，０００円 ✕      名 ＝         円 

                       振り込み日    月     日 



第３３回中日オープンインドア・アーチェリー大会 

参加申込書（１３日午後分） 

成年男子成年男子成年男子成年男子 AAAA・・・・B  B  B  B  成年女子成年女子成年女子成年女子        CPCPCPCP    ・・・・    BBBBBBBB    

    

所属支部 

責任者名 

住所（自宅・学校）〒 

電話                            FAX 

PC アドレス 

 

NO.NO.NO.NO.    参加種目参加種目参加種目参加種目    選手氏名選手氏名選手氏名選手氏名    備備備備    考考考考    

１ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

２ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

３ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

４ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

５ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

６ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

７ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

８ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

９ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

１０ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

１１ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

１２ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

１３ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

１４ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

１５ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

１６ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

１７ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

１８ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

１９ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

２０ （成男（成男（成男（成男    AAAA        BBBB    ））））        （成女）（成女）（成女）（成女）    （（（（    CPCPCPCP    男男男男    女）女）女）女）    （（（（BBBBBBBB    男男男男    女女女女    ））））      

   

参加費  ３，５００円 ✕      名 ＝         円 

        振り込み日    月     日 



第３３回中日オープンインドア・アーチェリー大会 

参加申込書（１２日分） 

中学生・高校新人（１年生）中学生・高校新人（１年生）中学生・高校新人（１年生）中学生・高校新人（１年生）    

    

学校名 

責任者名 

住所（自宅・学校）〒 

電話                            FAX 

PC アドレス 

中学・高校それぞれで１枚使用のこと。 

NO.NO.NO.NO.    参加種目参加種目参加種目参加種目    選手氏名選手氏名選手氏名選手氏名    備備備備    考考考考    

１ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

２ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

３ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

４ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

５ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

６ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

７ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

８ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

９ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

１０ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

１１ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

１２ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

１３ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

１４ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

１５ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

１６ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

１７ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

１８ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

１９ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

２０ （中学生（中学生（中学生（中学生        男男男男        女女女女    ））））        （高校新人（高校新人（高校新人（高校新人            男男男男                女女女女    ））））      

 

中学生 ２，０００円 ✕      名 ＝         円 

高校生 ３，０００円 ✕      名 ＝         円 

合計           円        振り込み日    月     日 


