
主    催  ： 

開 催 日 ： 

アウトコース スタート コ ー ス　： 

組 スタート 氏         名 氏         名 氏         名 氏         名

1 8:00 花田 美由樹 木原 美子 土器 禎子 福井 和子

2 8:08 牧野 陽子 松山 美智恵 長野 珠美 隈 朗子

3 8:16 工藤 明美 近藤 ますみ 雨宮 加奈 本村 優奈

4 8:24 崎田 由希子 渡邊 典子 井上 尚子 鈴木 千春

5 8:32 大坂 直子 原田 園美 佐々木 夕貴 山本 加奈子

6 8:40 箕田 有里子 平田 雪恵 宮崎 みどり 宮原 稚恵

7 8:48 平川 洋子 氷室 智子 森 靖恵 久保山 すみえ

8 8:56 瓜生 睦美 小林 麻美 谷口 恭子 伊森 愛

9 9:06 大田 ひとみ 今村 久美子 布田 純子 田中 まゆみ

10 9:14 石川 紀子 早川 朋子 黒葛原 宗美 松下 久美子

11 9:23 森田 フミ子 鐘ヶ江 美智子 倉重 トモエ 松尾 香代子

12 9:32 門司 幸子 瀧下 真弓 東野 美揮子 深尾 洋子

13 9:41 植津 恵子 堀 砂世理 松岡 史恵 峰松 美香

14 9:50 岩永 尚子 福本 諒子 松尾 文 竹中 美由起

15 9:59 白石 洋子 今泉 裕子 伊東 志保 伊藤 京子

16 10:08 石橋 久美子 西田 葉子 綿貫 照美 田中 富子

17 10:17 古畑 智佐子 定石 博子 足代 美智留 中原 久美子

18 10:26 岩井田 佳代 山村 志真 小坪 理恵 今村 亜希子

19 10:35 平岡 美智子 佐藤 桂子 中村 加代子 高岡 真理子

20 10:44 伊藤 初起 西島 ひとみ 高木 真理 松尾 麻子

21 10:53 山内 つむぎ 中村 里美 渡邊 愛莉 山下 美沙

22 11:02 山口 千鶴 甲田 あゆみ 岩中 妙華 島津 順美

インコース スタート               

組 スタート 氏         名 氏         名 氏         名 氏         名

23 8:00 西内 伸子 朴 美淑 李 貞淑 平田 明美

24 8:08 赤野 志保美 井口 拓子 橋本 明子 馬郡 順子

25 8:16 松島 雅代 山田 博子 上村 直子 諸隈 敏子

26 8:24 井川 真由美 上塩 真澄子 原 玲子 田中 寿美恵

27 8:32 菊地 恭栄 脇園 幸風 石橋 富士代 吉田 成美

28 8:40 川野 佐智子 森田 知子 仲原 由美子 三苫 美保

29 8:48 山内 くみ子 山村 由美 禿 文 禿 真由美

30 8:56 今林 久美子 小野原 淑子 鈴木 まり子 田代 淳子

31 9:06 古屋 清美 加藤 秀子 前野 恵 渡辺 伴美

32 9:14 原田 陽子 齊藤 すみか 井上 奈緒美 山根 奈都子

33 9:23 阿部 育子 山根 こず恵 宮城 かずえ 髙野 恵理

34 9:32 中谷 節子 余語 千佐子 田中 リツ子 浴中 千春

35 9:41 上野 節子 串山 貴子 箱田 順子 後藤 ともえ

36 9:50 出口 恵美子 米倉 紀代美 宮崎 まゆみ 佐脇 清子

37 9:59 野田 千代美 案浦 美由紀 松本 美佐江 大野 志代美

38 10:08 坂牧 美代子 鈴木 二三枝 市瀬 留美 馬場 綾子

39 10:17 吉田 サチ子 松田 ゆう子 足立 幸 清水 真理子

40 10:26 廣池 直子 興梠 寧子 花田 由理子 加藤 慶子

41 10:35 松永 千晶 今村 陽子 中隠居 光枝 吉本 博子

42 10:44 海江田 由香里 工藤 彩 花山 佳緒理 花山 一美

43 10:53 塚本 美奈子 前村 彩子 平山 ちえみ 西田 清香

44 11:02 小濱 真理子 小川 安希子 織田 美代子 深町 メグミ

※ 前半の9ＨＳでの集計。 （ アウトの部・インの部は別集計 ）
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