
組 スタート 氏　名 （受付） 氏　名 （受付） 氏　名 （受付） 氏　名 （受付）

1 8:30 緒田　利昭 （中） 山本　國安 （あ） 川地　恒久 （船）

2 8:38 前田　敏朗 （水） 廣田　谷助 （中） 秋田　謙治 （ヒ）

3 8:46 山﨑　　裕 （マ） 久保田俊郎 （ク） 森　　栄二 （高）

4 8:54 黒川　裕司 （菊） 松茂　正實 （池） 岩佐　信章 （肥） 松下　啓勇 （ワ）

5 9:02 奈須　春生 （グ） 田島　恒男 （大） 友枝　哲男 （池） 杉本　敬志 （八）

6 9:10 小馬田　猛 （八） 新村　　功 （リ） 渡邉　正博 （あ） 山田　勇三 （船）

7 9:18 岩崎勇紀夫 （船） 生源寺　操 （城） 緒方　和秋 （中） 津留　善基 （東）

8 9:26 中川　正人 （南） 山﨑　幸徳 （草） 日隈乙四郎 （ヒ） 平岡　三幸 （矢）

9 9:34 吉野　武司 （肥） 本田　　満 （や） 西　　　徹 （大） 古閑　泰隆 （池）

10 9:42 藤島　末則 （草） 松井　　豊 （宇） 西村　孝行 （城） 児玉　健三 （熊）

11 9:50 平山　博文 （肥） 河津野利夫 （グ） 切通　孝幸 （菊） 鈴木　芳晴 （宇）

12 9:58 坂口　正弘 （司） 岡崎　武司 （ワ） 西島　清文 （グ） 木下　憲昭 （九）

13 10:06 村川　米蔵 （八） 太田　義彦 （菊） 北村　明敏 （船） 西野　義隆 （城）

14 10:14 江﨑　洋一 （司） 佐々木　徹 （中） 菊田　廣文 （高） 荒木　順一 （や）

15 10:22 緒方　孝則 （グ） 小橋　一夫 （東） 野田　繁男 （球） 大塚　良一 （池）

イン

組 スタート 氏　名 （受付） 氏　名 （受付） 氏　名 （受付） 氏　名 （受付）

1 8:30 荒木　洋治 （マ） 上田　信廣 （城） 福島　秀樹 （中） 渡邉　素夫 （イ）

2 8:38 小佐井　進 （船） 松中　敏治 （ワ） 切通　水男 （不） 宮本　周一 （央）

3 8:46 山口　幸敏 （高） 元田　　修 （司） 吉川　健二 （矢） 富永　直昭 （鹿）

4 8:54 松永　一賢 （池） 松岡　勝巳 （船） 坂本　　茂 （ヒ） 松永　信明 （城）

5 9:02 田中　満照 （岱） 村田　一明 （不） 角町　三生 （九） 渡辺　　博 （南）

6 9:10 久保　佳機 （肥） 中間　輝久 （阿） 堀江　正造 （マ） 組脇　利光 （リ）

7 9:18 大橋久美男 （岱） 甲斐　憲明 （肥） 野田　昭年 （高） 藤原　啓志 （東）

8 9:26 木下　幾英 （球） 岩下　水雄 （肥） 行光　啓二 （宇） 井上　　崇 （高）

9 9:34 杉田　福夫 （草） 杉本　博明 （南） 早田　幹雄 （中） 犬童　松長 （あ）

10 9:42 松尾　昇一 （宇） 杉森　満秋 （不） 大野　羊逸 （水） 宮﨑　光徳 （南）

11 9:50 村尾　忠政 （マ） 菊地信二郎 （南） 池端　　誠 （九） 喜納　政重 （肥）

12 9:58 村田　紀顕 （南） 石橋　満利 （グ） 田上　修二 （高） 内尾　裕康 （あ）

13 10:06 島津　　学 （肥） 平田　豊継 （や） 嶋本　計司 （池） 村上　基文 （阿）

14 10:14 田辺　十郎 （宇） 窪田　実穂 （高） 村上　功一 （池） 吉里　良三 （不）

（注）組合せ及びスタート時刻は、欠場者のあった場合に一部変更する事があります。
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