
3日目　午前　座席表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
G 東2-G-1 東2-G-2 東2-G-3 東2-G-4 東2-G-5 東2-G-6 東2-G-7 東2-G-8 東2-G-9 G 東3-G-1 東3-G-2 東3-G-3 東3-G-4 東3-G-5 東3-G-6 東3-G-7 東3-G-8 東3-G-9 G 東4-G-1 東4-G-2 東4-G-3 東4-G-4 東4-G-5 東4-G-6 東4-G-7 東4-G-8 東4-G-9

厚木北 金沢総合 関東六浦 三浦学苑 横浜
F 東2-F-1 東2-F-2 東2-F-3 東2-F-4 東2-F-5 東2-F-6 東2-F-7 東2-F-8 東2-F-9 F 東3-F-1 東3-F-2 東3-F-3 東3-F-4 東3-F-5 東3-F-6 東3-F-7 東3-F-8 東3-F-9 F 東4-F-1 東4-F-2 東4-F-3 東4-F-4 東4-F-5 東4-F-6 東4-F-7 東4-F-8 東4-F-9

厚木北 東海相模 三浦学苑

E 東2-E-1 東2-E-2 東2-E-3 東2-E-4 東2-E-5 東2-E-6 東2-E-7 東2-E-8 東2-E-9 E 東3-E-1 東3-E-2 東3-E-3 東3-E-4 東3-E-5 東3-E-6 東3-E-7 東3-E-8 東3-E-9 E 東4-E-1 東4-E-2 東4-E-3 東4-E-4 東4-E-5 東4-E-6 東4-E-7 東4-E-8 東4-E-9

厚木北 厚木北 横浜清陵 横浜清陵 三浦学苑 三浦学苑

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D 東2-D-1 東2-D-2 東2-D-3 東2-D-4 東2-D-5 東2-D-6 東2-D-7 東2-D-8 東2-D-9 D 東3-D-1 東3-D-2 東3-D-3 東3-D-4 東3-D-5 東3-D-6 東3-D-7 東3-D-8 東3-D-9 D 東4-D-1 東4-D-2 東4-D-3 東4-D-4 東4-D-5 東4-D-6 東4-D-7 東4-D-8 東4-D-9

川崎橘 横浜清陵 三浦学苑

C 東１-C-1 東１-C-2 東１-C-3 東１-C-4 東１-C-5 東１-C-6 東１-C-7 東１-C-8 東１-C-9 東１-C-10 東１-C-11 東１-C-12 東１-C-13 東１-C-14 C 東2-C-1 東2-C-2 東2-C-3 東2-C-4 東2-C-5 東2-C-6 東2-C-7 東2-C-8 東2-C-9 C 東3-C-1 東3-C-2 東3-C-3 東3-C-4 東3-C-5 東3-C-6 東3-C-7 東3-C-8 東3-C-9 C 東4-C-1 東4-C-2 東4-C-3 東4-C-4 東4-C-5 東4-C-6 東4-C-7 東4-C-8 東4-C-9

川崎橘 七里ガ浜 小田原 緑園 三浦学苑 三浦学苑

B 東１-B-1 東１-B-2 東１-B-3 東１-B-4 東１-B-5 東１-B-6 東１-B-7 東１-B-8 東１-B-9 東１-B-10 東１-B-11 東１-B-12 東１-B-13 東１-B-14 B 東2-B-1 東2-B-2 東2-B-3 東2-B-4 東2-B-5 東2-B-6 東2-B-7 東2-B-8 東2-B-9 B 東3-B-1 東3-B-2 東3-B-3 東3-B-4 東3-B-5 東3-B-6 東3-B-7 東3-B-8 東3-B-9 B 東4-B-1 東4-B-2 東4-B-3 東4-B-4 東4-B-5 東4-B-6 東4-B-7 東4-B-8 東4-B-9

七里ガ浜 鎌倉 三浦学苑

A 東１-A-1 東１-A-2 東１-A-3 東１-A-4 東１-A-5 東１-A-6 東１-A-7 東１-A-8 東１-A-9 東１-A-10 東１-A-11 東１-A-12 東１-A-13 東１-A-14 A 東2-A-1 東2-A-2 東2-A-3 東2-A-4 東2-A-5 東2-A-6 東2-A-7 東2-A-8 東2-A-9 A 東3-A-1 東3-A-2 東3-A-3 東3-A-4 東3-A-5 東3-A-6 東3-A-7 東3-A-8 東3-A-9 A 東4-A-1 東4-A-2 東4-A-3 東4-A-4 東4-A-5 東4-A-6 東4-A-7 東4-A-8 東4-A-9

七里ガ浜 七里ガ浜 南 光陵 三浦学苑 三浦学苑

柏陽 高浜 向上 捜真 捜真 捜真
A 西1-A-1 西1-A-2 西1-A-3 西1-A-4 西1-A-5 西1-A-6 西1-A-7 西1-A-8 西1-A-9 西1-A-10 西1-A-11 西1-A-12 西1-A-13 西1-A-14 A 西2-A-1 西2-A-2 西2-A-3 西2-A-4 西2-A-5 西2-A-6 西2-A-7 西2-A-8 西2-A-9 A 西3-A-1 西3-A-2 西3-A-3 西3-A-4 西3-A-5 西3-A-6 西3-A-7 西3-A-8 西3-A-9 A 西4-A-1 西4-A-2 西4-A-3 西4-A-4 西4-A-5 西4-A-6 西4-A-7 西4-A-8 西4-A-9

柏陽 向上 捜真
B 西1-B-1 西1-B-2 西1-B-3 西1-B-4 西1-B-5 西1-B-6 西1-B-7 西1-B-8 西1-B-9 西1-B-10 西1-B-11 西1-B-12 西1-B-13 西1-B-14 B 西2-B-1 西2-B-2 西2-B-3 西2-B-4 西2-B-5 西2-B-6 西2-B-7 西2-B-8 西2-B-9 B 西3-B-1 西3-B-2 西3-B-3 西3-B-4 西3-B-5 西3-B-6 西3-B-7 西3-B-8 西3-B-9 B 西4-B-1 西4-B-2 西4-B-3 西4-B-4 西4-B-5 西4-B-6 西4-B-7 西4-B-8 西4-B-9

クラーク青葉 高浜 向上 捜真 捜真 捜真
C 西1-C-1 西1-C-2 西1-C-3 西1-C-4 西1-C-5 西1-C-6 西1-C-7 西1-C-8 西1-C-9 西1-C-10 西1-C-11 西1-C-12 西1-C-13 西1-C-14 C 西2-C-1 西2-C-2 西2-C-3 西2-C-4 西2-C-5 西2-C-6 西2-C-7 西2-C-8 西2-C-9 C 西3-C-1 西3-C-2 西3-C-3 西3-C-4 西3-C-5 西3-C-6 西3-C-7 西3-C-8 西3-C-9 C 西4-C-1 西4-C-2 西4-C-3 西4-C-4 西4-C-5 西4-C-6 西4-C-7 西4-C-8 西4-C-9

藤沢総合 向上 捜真
1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 D 西2-D-1 西2-D-2 西2-D-3 西2-D-4 西2-D-5 西2-D-6 西2-D-7 西2-D-8 西2-D-9 D 西3-D-1 西3-D-2 西3-D-3 西3-D-4 西3-D-5 西3-D-6 西3-D-7 西3-D-8 西3-D-9 D 西4-D-1 西4-D-2 西4-D-3 西4-D-4 西4-D-5 西4-D-6 西4-D-7 西4-D-8 西4-D-9

公文国際 港北 向上 向上 捜真 捜真
E 西2-E-1 西2-E-2 西2-E-3 西2-E-4 西2-E-5 西2-E-6 西2-E-7 西2-E-8 西2-E-9 E 西3-E-1 西3-E-2 西3-E-3 西3-E-4 西3-E-5 西3-E-6 西3-E-7 西3-E-8 西3-E-9 E 西4-E-1 西4-E-2 西4-E-3 西4-E-4 西4-E-5 西4-E-6 西4-E-7 西4-E-8 西4-E-9

公文国際 向上 捜真
F 西2-F-1 西2-F-2 西2-F-3 西2-F-4 西2-F-5 西2-F-6 西2-F-7 西2-F-8 西2-F-9 F 西3-F-1 西3-F-2 西3-F-3 西3-F-4 西3-F-5 西3-F-6 西3-F-7 西3-F-8 西3-F-9 F 西4-F-1 西4-F-2 西4-F-3 西4-F-4 西4-F-5 西4-F-6 西4-F-7 西4-F-8 西4-F-9

港北 厚木東 向上 捜真 捜真
G 西2-G-1 西2-G-2 西2-G-3 西2-G-4 西2-G-5 西2-G-6 西2-G-7 西2-G-8 西2-G-9 G 西3-G-1 西3-G-2 西3-G-3 西3-G-4 西3-G-5 西3-G-6 西3-G-7 西3-G-8 西3-G-9 G 西4-G-1 西4-G-2 西4-G-3 西4-G-4 西4-G-5 西4-G-6 西4-G-7 西4-G-8 西4-G-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

東１ 東2 東3 東4

メインプール メインプール メインプール メインプール

西１ 西2 西3 西4



3日目　午前　座席表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
G 東5-G-1 東5-G-2 東5-G-3 東5-G-4 東5-G-5 東5-G-6 東5-G-7 東5-G-8 東5-G-9 G 東6-G-1 東6-G-2 東6-G-3 東6-G-4 東6-G-5 東6-G-6 東6-G-7 東6-G-8 東6-G-9 G 東7-G-1 東7-G-2 東7-G-3 東7-G-4 東7-G-5 東7-G-6 東7-G-7 東7-G-8 東7-G-9 G 東8-G-1 東8-G-2 東8-G-3 東8-G-4 東8-G-5 東8-G-6 東8-G-7 東8-G-8 東8-G-9

法政二 法政二 鎌女大高 鎌女大高 緑ケ丘 緑ケ丘 桐蔭学園 桐蔭学園

F 東5-F-1 東5-F-2 東5-F-3 東5-F-4 東5-F-5 東5-F-6 東5-F-7 東5-F-8 東5-F-9 F 東6-F-1 東6-F-2 東6-F-3 東6-F-4 東6-F-5 東6-F-6 東6-F-7 東6-F-8 東6-F-9 F 東7-F-1 東7-F-2 東7-F-3 東7-F-4 東7-F-5 東7-F-6 東7-F-7 東7-F-8 東7-F-9 F 東8-F-1 東8-F-2 東8-F-3 東8-F-4 東8-F-5 東8-F-6 東8-F-7 東8-F-8 東8-F-9

法政二 希望ケ丘 藤沢西 桐蔭学園

E 東5-E-1 東5-E-2 東5-E-3 東5-E-4 東5-E-5 東5-E-6 東5-E-7 東5-E-8 東5-E-9 E 東6-E-1 東6-E-2 東6-E-3 東6-E-4 東6-E-5 東6-E-6 東6-E-7 東6-E-8 東6-E-9 E 東7-E-1 東7-E-2 東7-E-3 東7-E-4 東7-E-5 東7-E-6 東7-E-7 東7-E-8 東7-E-9 E 東8-E-1 東8-E-3 東8-E-4 東8-E-5 東8-E-6 東8-E-7 東8-E-8 東8-E-9

法政二 法政二 希望ケ丘 希望ケ丘 藤沢西 藤沢西 桐蔭学園 桐蔭学園

D 東5-D-1 東5-D-2 東5-D-3 東5-D-4 東5-D-5 東5-D-6 東5-D-7 東5-D-8 東5-D-9 D 東6-D-1 東6-D-2 東6-D-3 東6-D-4 東6-D-5 東6-D-6 東6-D-7 東6-D-8 東6-D-9 D 東7-D-1 東7-D-2 東7-D-3 東7-D-4 東7-D-5 東7-D-6 東7-D-7 東7-D-8 東7-D-9 D 東8-D-1 東8-D-2 東8-D-3 東8-D-4 東8-D-5 東8-D-6 東8-D-7 東8-D-8 東8-D-9

法政二 希望ケ丘 藤沢西 桐蔭学園

C 東5-C-1 東5-C-2 東5-C-3 東5-C-4 東5-C-5 東5-C-6 東5-C-7 東5-C-8 東5-C-9 C 東6-C-1 東6-C-2 東6-C-3 東6-C-4 東6-C-5 東6-C-6 東6-C-7 東6-C-8 東6-C-9 C 東7-C-1 東7-C-2 東7-C-3 東7-C-4 東7-C-5 東7-C-6 東7-C-7 東7-C-8 東7-C-9 C 東8-C-1 東8-C-2 東8-C-3 東8-C-4 東8-C-5 東8-C-6 東8-C-7 東8-C-8 東8-C-9

法政二 法政二 厚木 厚木 湘南 湘南 桐蔭学園 南陵
B 東5-B-1 東5-B-2 東5-B-3 東5-B-4 東5-B-5 東5-B-6 東5-B-7 東5-B-8 東5-B-9 B 東6-B-1 東6-B-2 東6-B-3 東6-B-4 東6-B-5 東6-B-6 東6-B-7 東6-B-8 東6-B-9 B 東7-B-1 東7-B-2 東7-B-3 東7-B-4 東7-B-5 東7-B-6 東7-B-7 東7-B-8 東7-B-9 B 東8-B-1 東8-B-2 東8-B-3 東8-B-4 東8-B-5 東8-B-6 東8-B-7 東8-B-8 東8-B-9

法政二 厚木 湘南 桐蔭学園

A 東5-A-1 東5-A-2 東5-A-3 東5-A-4 東5-A-5 東5-A-6 東5-A-7 東5-A-8 東5-A-9 A 東6-A-1 東6-A-2 東6-A-3 東6-A-4 東6-A-5 東6-A-6 東6-A-7 東6-A-8 東6-A-9 A 東7-A-1 東7-A-2 東7-A-3 東7-A-4 東7-A-5 東7-A-6 東7-A-7 東7-A-8 東7-A-9 A 東8-A-1 東8-A-2 東8-A-3 東8-A-4 東8-A-5 東8-A-6 東8-A-7 東8-A-8 東8-A-9

法政二 法政二 厚木 厚木 湘南 湘南 桐蔭学園 南陵

湘南工大附 湘南工大附 白鵬女子 白鵬女子 金沢 金沢 相模女子 相模女子

A 西5-A-1 西5-A-2 西5-A-3 西5-A-4 西5-A-5 西5-A-6 西5-A-7 西5-A-8 西5-A-9 A 西6-A-1 西6-A-2 西6-A-3 西6-A-4 西6-A-5 西6-A-6 西6-A-7 西6-A-8 西6-A-9 A 西7-A-1 西7-A-2 西7-A-3 西7-A-4 西7-A-5 西7-A-6 西7-A-7 西7-A-8 西7-A-9 A 西8-A-1 西8-A-2 西8-A-3 西8-A-4 西8-A-5 西8-A-6 西8-A-7 西8-A-8 西8-A-9

湘南工大附 白鵬女子 金沢 相模女子

B 西5-B-1 西5-B-2 西5-B-3 西5-B-4 西5-B-5 西5-B-6 西5-B-7 西5-B-8 西5-B-9 B 西6-B-1 西6-B-2 西6-B-3 西6-B-4 西6-B-5 西6-B-6 西6-B-7 西6-B-8 西6-B-9 B 西7-B-1 西7-B-2 西7-B-3 西7-B-4 西7-B-5 西7-B-6 西7-B-7 西7-B-8 西7-B-9 B 西8-B-1 西8-B-2 西8-B-3 西8-B-4 西8-B-5 西8-B-6 西8-B-7 西8-B-8 西8-B-9

湘南工大附 湘南工大附 白鵬女子 白鵬女子 金沢 金沢 相模女子 相模女子

C 西5-C-1 西5-C-2 西5-C-3 西5-C-4 西5-C-5 西5-C-6 西5-C-7 西5-C-8 西5-C-9 C 西6-C-1 西6-C-2 西6-C-3 西6-C-4 西6-C-5 西6-C-6 西6-C-7 西6-C-8 西6-C-9 C 西7-C-1 西7-C-2 西7-C-3 西7-C-4 西7-C-5 西7-C-6 西7-C-7 西7-C-8 西7-C-9 C 西8-C-1 西8-C-2 西8-C-3 西8-C-4 西8-C-5 西8-C-6 西8-C-7 西8-C-8 西8-C-9

湘南工大附 白鵬女子 金沢 相模女子

D 西5-D-1 西5-D-2 西5-D-3 西5-D-4 西5-D-5 西5-D-6 西5-D-7 西5-D-8 西5-D-9 D 西6-D-1 西6-D-2 西6-D-3 西6-D-4 西6-D-5 西6-D-6 西6-D-7 西6-D-8 西6-D-9 D 西7-D-1 西7-D-2 西7-D-3 西7-D-4 西7-D-5 西7-D-6 西7-D-7 西7-D-8 西7-D-9 D 西8-D-1 西8-D-2 西8-D-3 西8-D-4 西8-D-5 西8-D-6 西8-D-7 西8-D-8 西8-D-9

湘南工大附 湘南工大附 白鵬女子 白鵬女子 金沢 金沢 相模女子 神奈川学園

E 西5-E-1 西5-E-2 西5-E-3 西5-E-4 西5-E-5 西5-E-6 西5-E-7 西5-E-8 西5-E-9 E 西6-E-1 西6-E-2 西6-E-3 西6-E-4 西6-E-5 西6-E-6 西6-E-7 西6-E-8 西6-E-9 E 西7-E-1 西7-E-2 西7-E-3 西7-E-4 西7-E-5 西7-E-6 西7-E-7 西7-E-8 西7-E-9 E 西8-E-1 西8-E-2 西8-E-3 西8-E-4 西8-E-5 西8-E-6 西8-E-7 西8-E-8 西8-E-9

湘南工大附 白鵬女子 逗子 瀬谷
F 西5-F-1 西5-F-2 西5-F-3 西5-F-4 西5-F-5 西5-F-6 西5-F-7 西5-F-8 西5-F-9 F 西6-F-1 西6-F-2 西6-F-3 西6-F-4 西6-F-5 西6-F-6 西6-F-7 西6-F-8 西6-F-9 F 西7-F-1 西7-F-2 西7-F-3 西7-F-4 西7-F-5 西7-F-6 西7-F-7 西7-F-8 西7-F-9 F 西8-F-1 西8-F-2 西8-F-3 西8-F-4 西8-F-5 西8-F-6 西8-F-7 西8-F-8 西8-F-9

生田 湘南工大附 白鵬女子 白鵬女子 逗子 逗子 秦野総合 鶴見大附

G 西5-G-1 西5-G-2 西5-G-3 西5-G-4 西5-G-5 西5-G-6 西5-G-7 西5-G-8 西5-G-9 G 西6-G-1 西6-G-2 西6-G-3 西6-G-4 西6-G-5 西6-G-6 西6-G-7 西6-G-8 西6-G-9 G 西7-G-1 西7-G-2 西7-G-3 西7-G-4 西7-G-5 西7-G-6 西7-G-7 西7-G-8 西7-G-9 G 西8-G-1 西8-G-2 西8-G-3 西8-G-4 西8-G-5 西8-G-6 西8-G-7 西8-G-8 西8-G-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

東6東5

メインプール メインプール

東7 東8

西5 西6

メインプール メインプール

西7 西8



3日目　午前　座席表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
G 東9-G-1 東9-G-2 東9-G-3 東9-G-4 東9-G-5 東9-G-6 東9-G-7 東9-G-8 東9-G-9 G 東10-G-1 東10-G-2 東10-G-3 東10-G-4 東10-G-5 東10-G-6 東10-G-7 東10-G-8 東10-G-9 G 東11-G-1 東11-G-2 東11-G-3 東11-G-4 東11-G-5 東11-G-6 東11-G-7 東11-G-8 東11-G-9 G 東12-G-1 東12-G-2 東12-G-3 東12-G-4 東12-G-5 東12-G-6 東12-G-7 東12-G-8 東12-G-9

日大高 大和 日大藤沢 日大藤沢 横浜隼人 有馬 関東学院 関東学院

F 東9-F-1 東9-F-2 東9-F-3 東9-F-4 東9-F-5 東9-F-6 東9-F-7 東9-F-8 東9-F-9 F 東10-F-1 東10-F-2 東10-F-3 東10-F-4 東10-F-5 東10-F-6 東10-F-7 東10-F-8 東10-F-9 F 東11-F-1 東11-F-2 東11-F-3 東11-F-4 東11-F-5 東11-F-6 東11-F-7 東11-F-8 東11-F-9 F 東12-F-1 東12-F-2 東12-F-3 東12-F-4 東12-F-5 東12-F-6 東12-F-7 東12-F-8 東12-F-9

日大高 日大藤沢 横浜隼人 清泉女学院

E 東9-E-1 東9-E-2 東9-E-3 東9-E-4 東9-E-5 東9-E-6 東9-E-7 東9-E-8 東9-E-9 E 東10-E-1 東10-E-2 東10-E-3 東10-E-4 東10-E-5 東10-E-6 東10-E-7 東10-E-8 東10-E-9 E 東11-E-1 東11-E-2 東11-E-3 東11-E-4 東11-E-5 東11-E-6 東11-E-7 東11-E-8 東11-E-9 E 東12-E-1 東12-E-2 東12-E-3 東12-E-4 東12-E-5 東12-E-6 東12-E-7 東12-E-8 東12-E-9

日大高 大和 日大藤沢 日大藤沢 横浜隼人 横浜隼人 麻溝台 麻溝台

D 東9-D-1 東9-D-2 東9-D-3 東9-D-4 東9-D-5 東9-D-6 東9-D-7 東9-D-8 東9-D-9 D 東10-D-1 東10-D-2 東10-D-3 東10-D-4 東10-D-5 東10-D-6 東10-D-7 東10-D-8 東10-D-9 D 東11-D-1 東11-D-2 東11-D-3 東11-D-4 東11-D-5 東11-D-6 東11-D-7 東11-D-8 東11-D-9 D 東12-D-1 東12-D-2 東12-D-3 東12-D-4 東12-D-5 東12-D-6 東12-D-7 東12-D-8 東12-D-9

日大高 日大藤沢 横浜隼人 麻溝台

C 東9-C-1 東9-C-2 東9-C-3 東9-C-4 東9-C-5 東9-C-6 東9-C-7 東9-C-8 東9-C-9 C 東10-C-1 東10-C-2 東10-C-3 東10-C-4 東10-C-5 東10-C-6 東10-C-7 東10-C-8 東10-C-9 C 東11-C-1 東11-C-2 東11-C-3 東11-C-4 東11-C-5 東11-C-6 東11-C-7 東11-C-8 東11-C-9 C 東12-C-1 東12-C-2 東12-C-3 東12-C-4 東12-C-5 東12-C-6 東12-C-7 東12-C-8 東12-C-9

日大高 大和 日大藤沢 日大藤沢 日大藤沢 横浜隼人 追浜 麻溝台

B 東9-B-1 東9-B-2 東9-B-3 東9-B-4 東9-B-5 東9-B-6 東9-B-7 東9-B-8 東9-B-9 B 東10-B-1 東10-B-2 東10-B-3 東10-B-4 東10-B-5 東10-B-6 東10-B-7 東10-B-8 東10-B-9 B 東11-B-1 東11-B-2 東11-B-3 東11-B-4 東11-B-5 東11-B-6 東11-B-7 東11-B-8 東11-B-9 B 東12-B-1 東12-B-2 東12-B-3 東12-B-4 東12-B-5 東12-B-6 東12-B-7 東12-B-8 東12-B-9

日大高 日大藤沢 横浜隼人 追浜
A 東9-A-1 東9-A-2 東9-A-3 東9-A-4 東9-A-5 東9-A-6 東9-A-7 東9-A-8 東9-A-9 A 東10-A-1 東10-A-2 東10-A-3 東10-A-4 東10-A-5 東10-A-6 東10-A-7 東10-A-8 東10-A-9 A 東11-A-1 東11-A-2 東11-A-3 東11-A-4 東11-A-5 東11-A-6 東11-A-7 東11-A-8 東11-A-9 A 東12-A-1 東12-A-2 東12-A-3 東12-A-4 東12-A-5 東12-A-6 東12-A-7 東12-A-8 東12-A-9

日大高 日大高 日大藤沢 日大藤沢 日大藤沢 横浜隼人 追浜 追浜

慶應湘南藤沢 慶應湘南藤沢 相模原 相模原 鶴見 鶴見
A 西9-A-1 西9-A-2 西9-A-3 西9-A-4 西9-A-5 西9-A-6 西9-A-7 西9-A-8 西9-A-9 A A 西11-A-1 西11-A-2 西11-A-3 西11-A-4 西11-A-5 西11-A-6 西11-A-7 西11-A-8 西11-A-9 A 西12-A-1 西12-A-2 西12-A-3 西12-A-4 西12-A-5 西12-A-6 西12-A-7 西12-A-8 西12-A-9

慶應湘南藤沢 相模原 鶴見
B 西9-B-1 西9-B-2 西9-B-3 西9-B-4 西9-B-5 西9-B-6 西9-B-7 西9-B-8 西9-B-9 B B 西11-B-1 西11-B-2 西11-B-3 西11-B-4 西11-B-5 西11-B-6 西11-B-7 西11-B-8 西11-B-9 B 西12-B-1 西12-B-2 西12-B-3 西12-B-4 西12-B-5 西12-B-6 西12-B-7 西12-B-8 西12-B-9

慶應湘南藤沢 慶應湘南藤沢 相模原 相模原 横浜創学館 横浜創学館

C 西9-C-1 西9-C-2 西9-C-3 西9-C-4 西9-C-5 西9-C-6 西9-C-7 西9-C-8 西9-C-9 C C 西11-C-1 西11-C-2 西11-C-3 西11-C-4 西11-C-5 西11-C-6 西11-C-7 西11-C-8 西11-C-9 C 西12-C-1 西12-C-2 西12-C-3 西12-C-4 西12-C-5 西12-C-6 西12-C-7 西12-C-8 西12-C-9

桐光学園 秦野 横浜創学館

D 西9-D-1 西9-D-2 西9-D-3 西9-D-4 西9-D-5 西9-D-6 西9-D-7 西9-D-8 西9-D-9 D D 西11-D-1 西11-D-2 西11-D-3 西11-D-4 西11-D-5 西11-D-6 西11-D-7 西11-D-8 西11-D-9 D 西12-D-1 西12-D-2 西12-D-3 西12-D-4 西12-D-5 西12-D-6 西12-D-7 西12-D-8 西12-D-9

桐光学園 桐光学園 秦野 秦野 横浜創学館 麻生
E 西9-E-1 西9-E-2 西9-E-3 西9-E-4 西9-E-5 西9-E-6 西9-E-7 西9-E-8 西9-E-9 E E 西11-E-1 西11-E-2 西11-E-3 西11-E-4 西11-E-5 西11-E-6 西11-E-7 西11-E-8 西11-E-9 E 西12-E-1 西12-E-2 西12-E-3 西12-E-4 西12-E-5 西12-E-6 西12-E-7 西12-E-8 西12-E-9

茅ケ崎 秦野 麻生
F 西9-F-1 西9-F-2 西9-F-3 西9-F-4 西9-F-5 西9-F-6 西9-F-7 西9-F-8 西9-F-9 F F 西11-F-1 西11-F-2 西11-F-3 西11-F-4 西11-F-5 西11-F-6 西11-F-7 西11-F-8 西11-F-9 F 西12-F-1 西12-F-2 西12-F-3 西12-F-4 西12-F-5 西12-F-6 西12-F-7 西12-F-8 西12-F-9

茅ケ崎 茅ケ崎 川和 #REF! 麻生 麻生
G 西9-G-1 西9-G-2 西9-G-3 西9-G-4 西9-G-5 西9-G-6 西9-G-7 西9-G-8 西9-G-9 G G 西11-G-1 西11-G-2 西11-G-3 西11-G-4 西11-G-5 西11-G-6 西11-G-7 西11-G-8 西11-G-9 G 西12-G-1 西12-G-2 西12-G-3 西12-G-4 西12-G-5 西12-G-6 西12-G-7 西12-G-8 西12-G-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

東9 東10 東１1 東１2

貴賓席

メインプール メインプール メインプール

西9 西10 西１1 西１2



3日目　午前　座席表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
G 東13-G-1 東13-G-2 東13-G-3 東13-G-4 東13-G-5 東13-G-6 東13-G-7 東13-G-8 東13-G-9 G 東14-G-1 東14-G-2 東14-G-3 東14-G-4 東14-G-5 東14-G-6 東14-G-7 東14-G-8 東14-G-9 G 東15-G-1 東15-G-2 東15-G-3 東15-G-4 東15-G-5 東15-G-6 東15-G-7 東15-G-8 東15-G-9 G 東16-G-1 東16-G-2 東16-G-3 東16-G-4 東16-G-5 東16-G-6 東16-G-7 東16-G-8

F 東13-F-1 東13-F-2 東13-F-3 東13-F-4 東13-F-5 東13-F-6 東13-F-7 東13-F-8 東13-F-9 F 東14-F-1 東14-F-2 東14-F-3 東14-F-4 東14-F-5 東14-F-6 東14-F-7 東14-F-8 東14-F-9 F 東15-F-1 東15-F-2 東15-F-3 東15-F-4 東15-F-5 東15-F-6 東15-F-7 東15-F-8 東15-F-9 F 東16-F-1 東16-F-2 東16-F-3 東16-F-4 東16-F-5 東16-F-6 東16-F-7 東16-F-8

E 東13-E-1 東13-E-2 東13-E-3 東13-E-4 東13-E-5 東13-E-6 東13-E-7 東13-E-8 東13-E-9 E 東14-E-1 東14-E-2 東14-E-3 東14-E-4 東14-E-5 東14-E-6 東14-E-7 東14-E-8 東14-E-9 E 東15-E-1 東15-E-2 東15-E-3 東15-E-4 東15-E-5 東15-E-6 東15-E-7 東15-E-8 東15-E-9 E 東16-E-1 東16-E-2 東16-E-3 東16-E-4 東16-E-5 東16-E-6 東16-E-7 東16-E-8

D 東13-D-1 東13-D-2 東13-D-3 東13-D-4 東13-D-5 東13-D-6 東13-D-7 東13-D-8 東13-D-9 D 東14-D-1 東14-D-2 東14-D-3 東14-D-4 東14-D-5 東14-D-6 東14-D-7 東14-D-8 東14-D-9 D 東15-D-1 東15-D-2 東15-D-3 東15-D-4 東15-D-5 東15-D-6 東15-D-7 東15-D-8 東15-D-9 D 東16-D-1 東16-D-2 東16-D-3 東16-D-4 東16-D-5 東16-D-6 東16-D-7 東16-D-8

C 東13-C-1 東13-C-2 東13-C-3 東13-C-4 東13-C-5 東13-C-6 東13-C-7 東13-C-8 東13-C-9 C 東14-C-1 東14-C-2 東14-C-3 東14-C-4 東14-C-5 東14-C-6 東14-C-7 東14-C-8 東14-C-9 C 東15-C-1 東15-C-2 東15-C-3 東15-C-4 東15-C-5 東15-C-6 東15-C-7 東15-C-8 東15-C-9 C 東16-C-1 東16-C-2 東16-C-3 東16-C-4 東16-C-5 東16-C-6 東16-C-7 東16-C-8

新栄
B 東13-B-1 東13-B-2 東13-B-3 東13-B-4 東13-B-5 東13-B-6 東13-B-7 東13-B-8 東13-B-9 B 東14-B-1 東14-B-2 東14-B-3 東14-B-4 東14-B-5 東14-B-6 東14-B-7 東14-B-8 東14-B-9 B 東15-B-1 東15-B-2 東15-B-3 東15-B-4 東15-B-5 東15-B-6 東15-B-7 東15-B-8 東15-B-9 B 東16-B-1 東16-B-2 東16-B-3 東16-B-4 東16-B-5 東16-B-6 東16-B-7 東16-B-8

A 東13-A-1 東13-A-2 東13-A-3 東13-A-4 東13-A-5 東13-A-6 東13-A-7 東13-A-8 東13-A-9 A 東14-A-1 東14-A-2 東14-A-3 東14-A-4 東14-A-5 東14-A-6 東14-A-7 東14-A-8 東14-A-9 A 東15-A-1 東15-A-2 東15-A-3 東15-A-4 東15-A-5 東15-A-6 東15-A-7 東15-A-8 東15-A-9 A 東16-A-1 東16-A-2 東16-A-3 東16-A-4 東16-A-5 東16-A-6 東16-A-7 東16-A-8

舞岡

戸塚 戸塚 上溝南

A 西13-A-1 西13-A-2 西13-A-3 西13-A-4 西13-A-5 西13-A-6 西13-A-7 西13-A-8 西13-A-9 A 西14-A-1 西14-A-2 西14-A-3 西14-A-4 西14-A-5 西14-A-6 西14-A-7 西14-A-8 西14-A-9 A 西15-A-1 西15-A-2 西15-A-3 西15-A-4 西15-A-5 西15-A-6 西15-A-7 西15-A-8 西15-A-9 A 西16-A-1 西16-A-2 西16-A-3 西16-A-4 西16-A-5 西16-A-6 西16-A-7 西16-A-8

戸塚
B 西13-B-1 西13-B-2 西13-B-3 西13-B-4 西13-B-5 西13-B-6 西13-B-7 西13-B-8 西13-B-9 B 西14-B-1 西14-B-2 西14-B-3 西14-B-4 西14-B-5 西14-B-6 西14-B-7 西14-B-8 西14-B-9 B 西15-B-1 西15-B-2 西15-B-3 西15-B-4 西15-B-5 西15-B-6 西15-B-7 西15-B-8 西15-B-9 B 西16-B-1 西16-B-2 西16-B-3 西16-B-4 西16-B-5 西16-B-6 西16-B-7 西16-B-8

伊志田 百合丘 上溝南

C 西13-C-1 西13-C-2 西13-C-3 西13-C-4 西13-C-5 西13-C-6 西13-C-7 西13-C-8 西13-C-9 C 西14-C-1 西14-C-2 西14-C-3 西14-C-4 西14-C-5 西14-C-6 西14-C-7 西14-C-8 西14-C-9 C 西15-C-1 西15-C-2 西15-C-3 西15-C-4 西15-C-5 西15-C-6 西15-C-7 西15-C-8 西15-C-9 C 西16-C-1 西16-C-2 西16-C-3 西16-C-4 西16-C-5 西16-C-6 西16-C-7 西16-C-8

D 西13-D-1 西13-D-2 西13-D-3 西13-D-4 西13-D-5 西13-D-6 西13-D-7 西13-D-8 西13-D-9 D 西14-D-1 西14-D-2 西14-D-3 西14-D-4 西14-D-5 西14-D-6 西14-D-7 西14-D-8 西14-D-9 D 西15-D-1 西15-D-2 西15-D-3 西15-D-4 西15-D-5 西15-D-6 西15-D-7 西15-D-8 西15-D-9 D 西16-D-1 西16-D-2 西16-D-3 西16-D-4 西16-D-5 西16-D-6 西16-D-7 西16-D-8

伊志田 百合丘

E 西13-E-1 西13-E-2 西13-E-3 西13-E-4 西13-E-5 西13-E-6 西13-E-7 西13-E-8 西13-E-9 E 西14-E-1 西14-E-2 西14-E-3 西14-E-4 西14-E-5 西14-E-6 西14-E-7 西14-E-8 西14-E-9 E 西15-E-1 西15-E-2 西15-E-3 西15-E-4 西15-E-5 西15-E-6 西15-E-7 西15-E-8 西15-E-9 E 西16-E-1 西16-E-2 西16-E-3 西16-E-4 西16-E-5 西16-E-6 西16-E-7 西16-E-8

みなと総合

F 西13-F-1 西13-F-2 西13-F-3 西13-F-4 西13-F-5 西13-F-6 西13-F-7 西13-F-8 西13-F-9 F 西14-F-1 西14-F-2 西14-F-3 西14-F-4 西14-F-5 西14-F-6 西14-F-7 西14-F-8 西14-F-9 F 西15-F-1 西15-F-2 西15-F-3 西15-F-4 西15-F-5 西15-F-6 西15-F-7 西15-F-8 西15-F-9 F 西16-F-1 西16-F-2 西16-F-3 西16-F-4 西16-F-5 西16-F-6 西16-F-7 西16-F-8

みなと総合 みなと総合

G 西13-G-1 西13-G-2 西13-G-3 西13-G-4 西13-G-5 西13-G-6 西13-G-7 西13-G-8 西13-G-9 G 西14-G-1 西14-G-2 西14-G-3 西14-G-4 西14-G-5 西14-G-6 西14-G-7 西14-G-8 西14-G-9 G 西15-G-1 西15-G-2 西15-G-3 西15-G-4 西15-G-5 西15-G-6 西15-G-7 西15-G-8 西15-G-9 G 西16-G-1 西16-G-2 西16-G-3 西16-G-4 西16-G-5 西16-G-6 西16-G-7 西16-G-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8

東１3 東１4 東１5 東１６

ダイビングプール ダイビングプール ダイビングプールダイビングプール

西１3 西１4 西１5 西１６


