
時 間 氏    名 HＤCＰ 氏    名 HＤCＰ 氏    名 HＤCＰ 氏    名 HＤCＰ

7:24 島川 建明 6 内田 尚之 9 河野 知弘 16 廣田 茂明 17

7:30 永松 弘 12 米田 薫 21 米田 明子 23 井戸 隆 30

7:36 福井 孝治 12 浅川 暢清 16 ● ●

7:42 平井 信成 16 阿部 正博 17 河野 和弘 18 多田 克 29

7:48 曽根 三郎 14 曽根 佳世子 28 横田 成司 30 ●

7:54 田村 勲 17 濱井 秀樹 18 多田 光雄 26 ●

8:00 ◆ ◆ ◆ ◆

8:06 北山 公昭 13 桃井 文章 14 平山 昌夫 20 瀧口 雄介 *

8:12 倉又 明 19 大塚 智計 21 河野 修 30 大下 和彦 *

8:18 河野 初子 10 歌川 君代 13 瀬﨑 人水 21 ●

8:24 瀧下 久代 10 瀧下 昭夫 13 小田 安夫 14 小田 和美 23

8:30 井上 恭子 10 板東 武雄 14 河野 さえ子 16 渡辺 道子 17

8:36 近藤 本一 2 椎野 一郎 7 瀬部 秀明 8 巽 勇人 9

8:42 鈴木 勝章 8 吉田 正治 8 山田 篤 12 野上 隆敏 20

8:48 賀上 尊夫 17 松原 健士郎 22 渡辺 正一 23 ●

時 間 氏    名 HＤCＰ 氏    名 HＤCＰ 氏    名 HＤCＰ 氏    名 HＤCＰ

7:24 堀井 俊佑 3 井上 裕二 10 林 俊宏 11 後藤田 信 19

7:30 河野 誉嗣 13 栂岡 圭太郎 15 北島 康男 19 渡邉 慶太 29

7:36 木村 勇三 3 阿部 寛 14 渡邉 優 20 岡本 俊彦 24

7:42 細井 康宏 12 岸野 賢士 24 伊川 正浩 25 黒田 勝己 27

7:48 小川 勲 9 小川 琴海 13 小川 千枝 28 ●

7:54 濵中 賢太郎 18 清水 英二 21 西野 謙一 22 濵中 美保 25

8:00 ◆ ◆ ◆ ◆

8:06 竹原 英介 10 遠藤 義人 18 黒田 浩司 22 ●

8:12 尾崎 好秋 20 木下 慎次 24 小原 直樹 30 森本 俊明 *

8:18 山崎 文夫 12 尾方 和広 13 中飯 弘志 24 鶴岡 芳和 30

8:24 竹森 雅人 11 新開 正実 12 杉原 孝典 18 森岡 豊 25

8:30 麻植 優樹 16 中村 孝雄 19 疋田 孝文 21 宮﨑 守通 23
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当日組み合わせが変更になる場合がございますがご了承下さい。

令和４年１２月６日現在ＯＵＴ～ＩＮ 


