
1 8:00 関口　洋一 (横　浜) 石田哲次郎 (横　浜) 志渡　智宏 (茅ケ崎) 晝間　隆広 (横　浜) 　 1 8:00 海老澤　唯 (横　浜) 原　　克宣 (横　浜) 武藏　圭太 (藤　沢) 中村　勝郁 (平　塚)

2 8:08 川渕　秀徳 (横　浜) 平元　信久 (横　浜) 草柳　茂雄 (横　浜) 鈴木　弘道 (横　浜) 2 8:08 堀井　慎也 (横　浜) 佐々木政一 (大　和) 山口　健太 (秦　野) 金子　智洋 (秦　野)

3 8:16 石川　重人 (横　浜) 石川松飛人 (横　浜) 近藤　健一 (横　浜) 近藤　直紀 (横　浜) 3 8:16 鶴薗　弘明 (横　浜) 萩原　則之 (横　浜) 明石　太郎 (藤　沢) 河邊　博和 (藤　沢)

4 8:24 田村　和明 (横　浜) 木本　紀嗣 (横　浜) 柳下　俊明 (横　浜) 木村　長俊 (横　浜) 4 8:24 長瀬　優二 (横　浜) 金子　雅之 (横　浜) 阿部　健一 (横　浜) 條　　　聡 (横　浜)

5 8:32 米田　　辿 (横　浜) 相馬　賢一 (横須賀) 杉崎　勝廣 (横　浜) 佐藤　光介 (横須賀) 5 8:32 中村　敦史 (大　和) 山下　博由 (大　和) 浅野　浩司 (横　浜) 手塚　聖一 (横　浜)

6 8:40 大川　基康 (横　浜) 朝見　賢光 (相模原) 杉山　倫久 (藤　沢) 保住　朋之 (藤　沢) 6 8:40 井上　信明 (藤　沢) 中村　正美 (平　塚) 小澤　広之 (横　浜) 籠手田安朗 (横　浜)

7 8:48 髙嶋　喜一 (横　浜) 大倉　浩実 (横　浜) 谷口　昌利 (横　浜) 天谷　政幸 (横　浜) 7 8:48 松原　伸夫 (横　浜) 石塚　勝久 (横　浜) 髙橋　健司 (横　浜) 森井　　優 (横　浜)

8 8:56 杉山　賢治 (厚　木) 杉山　基子 (厚　木) 内田　圭亮 (横　浜) 内田　裕子 (横　浜) 8 8:56 鈴木　正樹 (横　浜) 森　健太郎 (横　浜) 栗原　英樹 (大　和) 篠崎　勝則 (大　和)

9 9:04 窪田　和子 (厚　木) 落合　麻紀 (厚　木) 石川　歩美 (相模原) 橋本　康子 (厚　木) 9 9:04 澤　　智樹 (相模原) 中野　雅之 (相模原) 髙橋　政行 (相模原) 片野　誠一 (相模原)

10 9:12 古川　真美 (相模原) 菊地　清香 (茅ケ崎) 佐野　裕子 (横　浜) 三橋　知美 (海老名) 10 9:12 高橋美代子 (横　浜) 高橋　大悟 (横　浜) 秋元眞由美 (横　浜) 秋元　良文 (横　浜)

11 9:20 大木　勝博 (秦　野) 金岡　秀行 (秦　野) 横溝　　淳 (伊勢原) 山口　広志 (相模原) 11 9:20 塩谷　仁美 (横　浜) 板垣　貴子 (横　浜) 城田恵津子 (横　浜) 加藤いく子 (座　間)

12 9:28 小黒　芳男 (横　浜) 末吉　　淳 (横　浜) 福田　幸雄 (横　浜) 畠山　雅雄 (横　浜) 12 9:28 山本　美和 (横　浜) 窪田　一樹 (横　浜) 高橋香雅美 (松　田) 嶌田　真一 (松　田)

13 9:36 川村　兼治 (横　浜) 都元　陽介 (海老名) 森田　隆昭 (横　浜) 小山　謙二 (座　間) 13 9:36 村松　昇二 (藤　沢) 中務　勝将 (藤　沢) 萩野　将信 (相模原) 岡崎　伸一 (相模原)

14 9:44 石井　孝一 (横　浜) 山ノ上利充 (鎌　倉) 三堀　浩司 (横　浜) 秋元　嘉夫 (横　浜) 14 9:44 赤倉　勇人 (横　浜) 塩野　央二 (横　浜) 倉持　謙一 (横　浜) 小池　信吾 (横　浜)

15 9:52 牧田　雅範 (厚　木) 梶　　　毅 (厚　木) 柳元　　繁 (横　浜) 塚本　則男 (横　浜) 15 9:52 榎本　圭介 (横　浜) 米山　和利 (横　浜) 伊藤　　武 (横　浜) 平野　浜嗣 (横　浜)

16 10:00 安室　伸一 (横　浜) 斉藤　邦治 (横　浜) 買手　徳唯 (横　浜) 大村　　勁 (横　浜) 16 10:00 石黒　裕昭 (横　浜) 乾　　明洋 (横　浜) 谷口　　敦 (横　浜) 岡本　英樹 (横　浜)

17 10:08 大西慶一郎 (横　浜) 髙橋　眞二 (横　浜) 目黒　　一 (横　浜) 木﨑　和徳 (横　浜) 17 10:08 西山　博教 (横　浜) 望月　光一 (横　浜) 長谷川和俊 (茅ケ崎) 安齊　雅之 (川　崎)

18 10:16 千葉　　毅 (横　浜) 石川　好男 (横　浜) 小林　利道 (横　浜) 宗像　幸治 (横　浜)

◎欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長
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