
組 時間 氏　　名 受付 氏　　名 受付 氏　　名 受付 氏　　名 受付
1 8:30 園田　強 （日） 村上　順一 （東） 米村　幸一 （あ）

2 8:38 吉田　浩之 （不） 渡邉　達雄 （中） 森　繁博 （コ）

3 8:46 松尾　勝彦 （岱） 坂梨　正文 （熊） 田中　敏朗 （リ） 阿讃坊　健二 （空）

4 8:54 辛島　和 （岱） 金森　一男 （矢） 石貫　公久 （中） 井藤　孝 （ワ）

5 9:02 緒方　弘幸 （矢） 山北　道信 （草） 橋本　和夫 （八） 村上　　義輝 （大）

6 9:10 福山　重吉 （リ） 深迫　茂充 （玉） 西　泰助 （球） 西川　正博 （司）

7 9:18 牧本　均 （ヒ） 松永　幸夫 （不） 志垣　孝徳 （中） 香月　誠二 （空）

8 9:26 田中　賢正 （阿） 山本　学 （水） 桑原　秀信 （鹿） 坂本　英一 （高）

9 9:34 原田　隆一 （岱） 久保　益男 （ヒ） 今村　浩文 （阿） 平野　力藏 （水）

10 9:42 岩切　聡 （中） 久保田　孝二 （鹿） 三浦　和浩 （大） 中村　清博 （岱）

11 9:50 坂田　透 （肥） 河野　寿信 （リ） 溝端　隆志 （鹿） 立山　誠也 （司）

12 9:58 廣田　政彦 （司） 勝手　俊雄 （リ） 龍 　秀仁 （宇） 岡田　秀隆 （ヒ）

13 10:06 河野　優二 （城） 大林　裕之 （空） 坂本　博敏 （肥） 四方田　徹 （マ）

14 10:14 高見　宏幸 （グ） 中嶋　浩憲 （ヒ） 江﨑　敏浩 （リ） 伊藤　一美 （鹿）

15 10:22 坂井　信 （大） 宮﨑　真司 （肥） 三浦　誠一 （南） 岩永　秀和 （ヒ）

16 10:30 新原　正義 （中） 荒牧　美樹夫 （や） 小杉　康之 （空） 山冨　治義 （球）

17 10:38 江村　博次 （空） 塚本　浩信 （中） 山本　博喜 （肥） 今田　浩一 （八）

組 時間 氏　　名 受付 氏　　名 受付 氏　　名 受付 氏　　名 受付
1 8:30 永野　三高 （日） 堀田　啓二 （Ｋ） 上田　秀峰 （ヴ）

2 8:38 山内　隆 （ヴ） 竹本　勇喜 （日） 山本　修二 （大） 竹之下　浩平 （高）

3 8:46 田﨑　和彦 （日） 清田　逸雄 （東） 米井　信勝 （ワ） 岩下　昭彦 （中）

4 8:54 緒田　浩 （東） 田代　勝裕 （中） 佐藤　政喜 （ヴ） 二殿　一身 （日）

5 9:02 浦嶋　幸久 （岱） 坂本　茂 （ヒ） 冨田　和久 （あ） 太田　一登 （東）

6 9:10 井上　孝信 （球） 田中　修一 （池） 村田　秀博 （高） 吉川　辰也 （宇）

7 9:18 塩谷　賢治 （ヒ） 吉本　安則 （九） 藤本　忠之 （高） 藤枝　信夫 （リ）

8 9:26 福田　豊 （空） 西本　英幸 （矢） 佐村　一彦 （池） 山口　光雄 （ヒ）

9 9:34 朝日　英仁 （船） 谷川　哲 （や） 笠原　正裕 （吉） 西村　和樹 （ワ）

10 9:42 澤村　和広 （ワ） 清藤　眞次 （司） 木下　精之 （東） 江川　佳文 （肥）

11 9:50 西　美智也 （グ） 深浦　修 （空） 岡田　久也 （池） 東　賢一 （熊）

12 9:58 河野　修 （空） 大村　博明 （グ） 一山　愉 （南） 坂田　良二 （阿）

13 10:06 森　泰司 （中） 嶋村　健 （空） 福島　祐一 （ワ） 伊藤　和仁 （岱）

14 10:14 丸山　睦夫 （鹿） 岡田　新一 （草） 米倉　和法 （岱） 坂田　克男 （あ）

15 10:22 森木　希久 （司） 田辺　十郎 （宇） 吉村　德一 （玉） 横山　伊三生 （肥）

16 10:30 村山　嘉彦 （空） 木村　建仁 （中） 池尻　良平 （鹿） 古谷　信司 （肥）

17 10:38 林　俊行 （ワ） 井手尾　環 （空） 森山　和志 （リ） 馬場　義博 （城）
（注）組み合わせ及びスタート時刻は、欠場者があった場合に一部変更する事があります。
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