
県央地区ｺﾞﾙﾌ選手権大会　　組み合わせ　（ＯＵＴ　１番　スタート） 県央地区ｺﾞﾙﾌ選手権大会　　組み合わせ　（　ＩＮ　１０番　スタート）

◎この組み合わせは欠番のあった場合は変更することがある。 ◎この組み合わせは欠番のあった場合は変更することがある。 2018/8/28選手変更

　ＯＵＴ フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ 　ＩＮ フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

１組目 コザノ　キミオ キチカワ　ヒデオ イマエ　トオル シノザキ カツノリ １組目 クリハラ　ヒデキ イシイ タカマサ タケカワ　ヒデアキ ゼンポウ　コウジ

7:30 古座野　君夫 吉川　秀夫 井前　徹  篠崎　勝則 7:30  栗原　英樹 石井　卓昌 武川　英明 善方幸次

２組目 コイズミ　アキラ スズキ　ヤスユキ ヤマシタ　ヒロヨシ キノシタ シンイチ ２組目 ナルセ　ヨシタカ キシダ　ヤスオ タカハシ　シゲキ ナガハマ　アツシ

7:37 小泉　彰 鈴木　康之  山下　博由 木下　伸一 7:37 成瀬　義隆  岸田　靖雄 高橋茂樹 永濱　吾津士

３組目 ウエキ　エツオ ベッショ　ヨシヒト オオマタ　シュウイチ ヨシカワ　ユウジ ３組目 カラハシ ユウジ サソウ　イサオ ニイクラ　コウジ アオキ　ケイイチ

7:44 植木　悦雄  別所　義人 大又　周一 吉川　裕治 7:44 唐橋　祐次 篠生　功  新倉　浩二 青木恵一

４組目 ミズノ　ヨシタカ キシモト　トシゾウ オオモト　マサヒロ マスダ　セイジ ４組目 アイバ ヨシオ オカザキ　トモハル ニシハラ　ヒロシ　 ヤマグチ　ツヨシ

7:51  水野　義隆 岸本　俊三 大元　正広 増田　誠司 7:51 相場　與志雄 岡崎　智春 西原広司  山口　剛

５組目 ミカワ　ヨシエ タカハシ　エミコ イシハラ　トモミ タカハシ エリコ ５組目 キムラ　ソノコ タハラ　ヒロコ 　オバラ　エツコ カワムラ　エミコ

7:58 三川　芳江 高橋　恵美子 石原　智美 高橋　えり子 7:58 木村　園子 田原宙子 小原　悦子 川村　恵美子

６組目 メグリ　カズコ ウエダ　チカ カトウ イクコ ヤハギ　フミヨ ６組目 スギモト　トモコ   サクライ　カオリ アダチハラジュンコ イシムロ　マリナ

8:05 巡　和子 上田　千賀 加藤　いく子 矢作　ふみ代 8:05 杉本智子 櫻井　香織 足立原　順子 石室　真莉菜

７組目 マツモト　ミチコ テラシマ チエミ マエダ　ユミエ エンドウ　イズミ ー

8:12 松本　美智子 寺島　千恵美 前田　友美江 遠藤泉 ー ※欠場 ※欠場 ※欠場 ※欠場

８組目 フジタ ヨウコ カワイ　ミキ ナカタ　ユミコ 　カツタニ　マサコ ７組目 ミウラ　ナツミ スズキ　トモコ 　クリハラ チヨミ ナシモト レイコ 

8:19 藤田　陽子 川井　美樹 中田由美子 勝谷　昌子 8:12 三浦　夏海 鈴木智子 栗原ちよ美 梨本　れいこ

ー ８組目 フクシマ　ユタカ コマキ　ヒロユキ ヨネヤマ　ノリヤス ソネ タダカズ 

ー ※欠場 ※欠場 ※欠場 8:26 福島　豊 小巻　宏幸 米山　徳康 曽根　忠和

９組目 クボ　イワオ ウチオ　タダオミ カシワギ　ケイジ ヨコミゾ　ジュン ９組目 スズキ　ヨシト ヨネダ ケンジ ウエノ　ジュンイチ ナカタ　マサヒロ

8:33 久保　巌 内尾忠臣 柏木　敬治 横溝　淳 8:33 鈴木　佳人 米田　健二 上野　準一 中田昌宏

１０組目 イノウエショウヘイ イソ　テツオ ウエダ　ユウゾウ コジマ トオル １０組目 クドウ　マサキ オギワラ　アツシ アダチハラ　トオル ニイヤ　マサル

8:40 井上　尚平 磯　哲雄 上田　裕三 小島　徹 8:40 工藤　真樹 荻原敦 足立原　徹 新井谷　勝

１１組目 イナミ　ミキ サクラダ タダヒロ ナカヤマ　ノリヒロ オオタ　マサカズ １１組目 コバヤシ　ケンイチ カトウ　テツロウ ヤナギタ　ナオヨシ マツモト ヒロユキ

8:47 伊波　三貴 櫻田　忠宏 中山　準裕 太田正和 8:47 小林　健一 加藤　哲朗 柳田　直吉 松本　弘行

１２組目 サクライ　トシオ モリヤマ　マサトシ ムラタ　タイリク イケマツ　タツヒコ １２組目 デグチ　トモジ マツイ　トシユキ ヒラモト コウジ ニイクラ　ハジメ

8:54 櫻井　年夫 森山正敏  村田　大陸 池松　達彦 8:54 出口　友治 松井　俊行 平本　孝次 新倉　肇

１３組目 ナンバ　カズヒト マツモト ヒロユキ カキザキヒデジロウ カワサキ　マサル １４組目 ヤマグチ　タモツ　 ハシモト カツミ オノデラ　ジュンイチ タナカ　エイジ

9:01 難波一仁  松本　浩行 柿崎　秀次郎 川崎　勝 9:01 山口　保 橋本　克己 小野寺　順一 田中栄司

１４組目 タカクラ マサヨシ ヤマダ　ヒロユキ スギヤマ　ミツオ ナリタ　ブンセイ １４組目 ニシヤマ マサヒデ カイホ　ケンタ ヒラサワ　アキヨシ ササキ　サトシ

9:08  高倉　征佳 山田　弘幸 杉山　光夫 成田　文誠 9:08 西山　昌秀 海保　賢太 平澤章好  佐々木　聡

１５組目 オバラ　カズヒサ サカモト　タカヨシ ヤマヤ　フミヒロ マルオカ ヨシアキ １５組目 サオトメ　ヒトシ クラ　タカシ カサイ　コウジ オカモト　トオル

9:15 小原　和久 坂本　孝由 山谷　文洋 丸岡　美明 9:15 五月女　仁 倉　尚  葛西　講司 岡本　徹

１６組目 サカヌシ　ケンジ マツダ　ヒロシ チバ ジュンイチロウ サトウ　アキヒロ １６組目 ヤマグチ　ケンタ ヨシダ　マサトシ ハギワラ　アキオ ミヤケ　トミオ

9:22 酒主　賢二 松田　永浩 千葉　純一郎 佐藤　彰洋 9:22 山口健太  吉田　雅利 萩原　昭夫 三宅　富雄

１７組目 キタハラ　ヒロシ ムラタ タカオ サキナガ　マサヒト サカイ　イサム １７組目 イイダ　ヒロユキ ヒラモト　コウイチ オオクボ　マコト カガワ　ヒロアキ

9:29 北原　弘 村田　崇臣 崎永　政人 酒井勇 9:29  飯田　宏行 平本　幸一 大久保　真 賀川　啓明

１８組目 イズミダ シュウト セノグチ　サダノブ ハラダ　マサフミ　 カシワメ ジョウショウ １８組目 ミヤジマ　ノブユキ ヨシオカ　カズオ ヨネヤマ　タクヤ カタノ セイイチ

9:36 泉田　秀斗 瀬ノ口　貞信 原田昌史  柏女　浄照 9:36 宮嶋　信行 吉岡　一男 米山　拓也 片野　誠一

１９組目 シオジマ　マサタカ タシロ　リョウヘイ サガワ　ヨウイチ カコイ　ハルキ １９組目 カトク　シゲキ センダ　マサミ フジイ ヨシフミ ヒルカワ　オサム

9:43 塩島　正隆 田代良平  佐川　陽一 囲　春喜 9:43 家德　茂樹 千田　正実 藤井　義文 比留川　修

２０組目 ミヤモト　ケイゴ ササキ　マサカズ クマサカ　イサオ オオツカ　カズヒロ ２０組目 チバ　ハルノブ イトウ ヒサミツ マエダ　ヒロシ ヨコヤマ　トシアキ

9:50 宮本啓吾  佐々木政一 熊坂　功 大塚　和博 9:50 千葉　陽庸 伊藤　久光 前田　浩 横山俊章

２１組目 マエカワ　ケンジ スズキ　シンゾウ サカモト　コウジ イシザワ　ショウシン ２１組目 タダ ヒデオ アツガセ　マナブ ナカムラ　トモユキ ムラカミ　マサズミ

9:57  前川　健司 鈴木　慎三 坂本　浩二 石澤　昭信 9:57 多田　英夫 厚ヶ瀬　学 中村知之  村上　正純
厚木市⑳ 大和市⑳大和市⑲ 愛川町⑳ 伊勢原市⑳ 海老名市⑳ 座間市⑳ 綾瀬市⑳

座間市⑱ 綾瀬市⑱

厚木市⑱ 大和市⑱ 愛川町⑲ 伊勢原市⑲ 海老名市⑲ 座間市⑲ 綾瀬市⑲ 厚木市⑲

綾瀬市⑰ 厚木市⑰ 大和市⑰ 愛川町⑱ 伊勢原市⑱ 海老名市⑱

伊勢原市⑯ 海老名市⑯

座間市⑯ 綾瀬市⑯ 厚木市⑯ 大和市⑯ 愛川町⑰ 伊勢原市⑰ 海老名市⑰ 座間市⑰

海老名市⑮ 座間市⑮ 綾瀬市⑮ 厚木市⑮ 大和市⑮ 愛川町⑯

大和市⑬ 愛川町⑭

伊勢原市⑭ 海老名市⑭ 座間市⑭ 綾瀬市⑭ 厚木市⑭ 大和市⑭ 愛川町⑮ 伊勢原市⑮

愛川町⑬ 伊勢原市⑬ 海老名市⑬ 座間市⑬ 綾瀬市⑬ 厚木市⑬

綾瀬市⑪ 厚木市⑪

大和市⑪ 愛川町⑫ 伊勢原市⑫ 海老名市⑫ 座間市⑫ 綾瀬市⑫ 厚木市⑫ 大和市⑫

厚木市⑩ 大和市⑩ 愛川町⑪ 伊勢原市⑪ 海老名市⑪ 座間市⑪

海老名市⑨ 座間市⑨

綾瀬市⑨ 厚木市⑨ 大和市⑨ 愛川町⑩ 伊勢原市⑩ 海老名市⑩ 座間市⑩ 綾瀬市⑩

海老名市⑧ 座間市⑧ 綾瀬市⑧ 厚木市⑧ 愛川町⑨ 伊勢原市⑨

綾瀬市⑥ 厚木市⑥

愛川町⑦ 伊勢原市⑦ 海老名市⑦ 座間市⑦ 綾瀬市⑦ 厚木市⑦ 愛川町⑧ 伊勢原市⑧

綾瀬市⑤ 厚木市⑤ 愛川町⑥ 伊勢原市⑥ 海老名市⑥ 座間市⑥

大和市⑤女子 座間市⑤女子

綾瀬市⑤女子 伊勢原市⑤女子 海老名市⑤女子 愛川町⑤ 伊勢原市⑤ 海老名市⑤ 座間市⑤

座間市④女子 愛川町④女子 厚木市④女子 大和市④女子 愛川町⑤女子 厚木市⑤女子

愛川町③女子 海老名市④女子

海老名市③女子 座間市③女子 綾瀬市③女子 厚木市③女子 海老名市①女子 綾瀬市④女子 伊勢原市④女子 伊勢原市③女子

伊勢原市②女子 海老名市②女子 座間市②女子 綾瀬市②女子 厚木市②女子 大和市②女子

厚木市④ 大和市⑧

愛川町①女子 伊勢原市①女子 大和市③女子 座間市①女子 綾瀬市①女子 厚木市①女子 大和市①女子 愛川町②女子

大和市⑦ 愛川町④ 伊勢原市④ 海老名市④ 座間市④ 綾瀬市④

厚木市② 愛川町②

海老名市③ 大和市⑤ 綾瀬市③ 愛川町③ 座間市③ 伊勢原市③ 大和市⑥ 厚木市③

伊勢原市② 海老名市② 大和市③ 座間市② 綾瀬市② 大和市④

スタート時間スタート時間

会場　/　小田急藤沢ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

 　平成３０年８月２９日（水）

所属協会 所属協会

愛川町① 伊勢原市① 海老名市① 大和市① 大和市② 座間市① 綾瀬市① 厚木市①

所属協会 所属協会 所属協会 所属協会 所属協会 所属協会


