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1 安井 健二 石田 雄士 高瀬 一洋 渡辺 基樹 8:00 永岡 頼之 中島 道宣 清水 登 船橋 要二 1

2 柿本 英一 岸 信一 谷 健一 渡邊 毅晴 8:07 大木 元昭 蓮田 秀行 西山 雄一 戸村 千里 2

3 池内 裕啓 加藤 剛士 松本 吉貴 大賀 智之 8:14 染谷 栄 新谷 利彦 田山 誠 大高 秀之 3

4 山岸 猛 井坂 栄 高村 克巳 近藤 博之 8:21 西舘 新三 和田 均 岡 正典 川添 隆太郎 4

5 小林 雅人 髙橋 俊光 塩澤 喜幸 斎藤 正明 8:28 宗田 昭彦 平方 彰 高梨 喜照 西 庄二 5

8:35

6 浅野 一矢 松本 宏和 長沼 清司 大和田 晃 8:42 三葛 良平 吉田 文一 森田 正浩 藤本 鎮 6

7 森山 裕 佐藤 隆一 鈴木 徹也 岩﨑 洋介 8:49 皆川 博嗣 細谷 和則 大岡 信夫 戸谷 達明 7

8 増淵 欣弥 森川 道成 渡辺 孝樹 杉野 光義 8:56 宮下 恵 三浦 竜太郎 持田 哲哉 北屋敷 司 8

9 山田 武史 金子 哲也 杉野 努 真下 英之 9:03 中村 和彦 山本 享一 黒羽 克紀 柳田 真理男 9

10 家泉 英明 長瀬 敏夫 田中 美津大 中尾 一郎 9:10 佐々木 謙彦 赤津 卓男 前田 徳郎 大久保 淳 10

9:17

11 村尾 定彦 作田 喜治 増田 敬介 渡部 智仁 9:24 衣笠 洋司 猿山 隆二 大木 勝博 金岡 秀行 11

12 山本 順也 山本 耕司 今井 正岳 加藤 達也 9:31 向山 幸成 青木 啓 古谷 知英 樋口 新 12

13 小野寺 智夫 真崎 敏寛 片岡 健太郎 松本 浩二 9:38 土渕 義之 加藤 勉 岩沢 欣裕 堀井 克美 13

14 梯 輝大 村山 浩伸 遠西 宏之 園部 好和 9:45 岡野 智弘 小松崎 博 寺岡 仁 関谷 一昭 14

15 福島 大臣 鈴木 輝成 飯田 将人 森山 和大 9:52 長柄 琢磨 日野 力 村田 達勇 和田 敏郎 15

9:59

16 古庄 弘 宇佐美 正仁 井手 寛 嶋野 菊治 10:06 木村 正伸 藤井 隆之 采東 勲興 松永 貴之 16

17 長沢 昌彦 松永 武士 宮下 修 小暮 富志雄 10:13 鈴木 昇 工 晋 神川 秀樹 佐々木 幸治 17

18 野口 正和 久保田 和博 確認中 確認中 10:20 確認中 確認中 確認中 確認中 18

（注）この組合せは諸事情により、変更することがあります　　　　競技委員長
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