
No. 氏 名 No. 氏 名 No. 氏 名 No. 氏 名 No. 氏 名

1 市川 正典 1 市川 正典 1 竹内 　透 1 宮川 良男 1 大塚 保英

2 永井 研治 2 永井 研治 2 清水 　誠 2 清水 　誠 2 清水 　誠

3 道山 重夫 3 吉田 正秀 3 塩澤 智伸 3 岩渕 　仁 3 辻　 啓一

4 鳥居 　博 4 鈴木 康啓 4 岩楯 嘉広 4 新井 　聡 4 桜井 裕人

5 岩楯 嘉広 5 川村 周司 5 鳥居 　博 5 鈴木 康啓 5 川村 周司

6 宮川 良男 6 天田 政浩 6 大塚 保英 6 岩楯 嘉広 6 青木 健児

7 黒木 　恭 7 櫻井 英世 7 櫻井 尚人 7 大塚 保英 7 宮川 良男

8 浅野 康治 8 黒木 　恭 8 黒木 　恭 8 永井 研治 8 櫻井 英世

9 新井 　聡 9 新井 　聡 9 新井 　聡 9 黒木 　恭 9 塩澤 智伸

10 竹内 　透 10 小洞 　進 10 迎　 勝雅 10 吉田 正秀 10 黒木 　恭

11 小洞 　進 11 岩楯 嘉広 11 鈴木 康啓 11 竹内 　透 11 竹内 　透

12 大高 　均 12 大塚 保英 12 宮川 良男 12 青木 健児 12 迎　 勝雅

13 桜井 裕人 13 浅野 康治 13 浅野 康治 13 大高 　均 13 鈴木 康啓

14 清水 　誠 14 蟻坂 政文 14 岩渕 　仁 14 櫻井 尚人 14 浅野 康治

15 塩澤 智伸 15 辻　 啓一 15 道山 重夫 15 桜井 裕人 15 新井 　聡

16 西宮 良治 16 西宮 良治 16 西宮 良治 16 塩澤 智伸 16 蟻坂 政文

17 青木 健児 17 青木 健児 17 大高 　均 17 西宮 良治 17 市川 正典

18 川村 周司 18 迎　 勝雅 18 青木 健児 18 小洞 　進 18 岩楯 嘉広

19 蟻坂 政文 19 清水 　誠 19 櫻井 英世 19 迎　 勝雅 19 小洞 　進

20 櫻井 尚人 20 桜井 裕人 20 桜井 裕人 20 櫻井 英世 20 櫻井 尚人

21 吉田 正秀 21 塩澤 智伸 21 吉田 正秀 21 道山 重夫 21 道山 重夫

22 天田 政浩 22 竹内 　透 22 天田 政浩 22 市川 正典 22 天田 政浩

23 岩渕 　仁 23 櫻井 尚人 23 川村 周司 23 天田 政浩 23 永井 研治

24 大塚 保英 24 岩渕 　仁 24 小洞 　進 24 浅野 康治 24 西宮 良治

25 櫻井 英世 25 鳥居 　博 25 永井 研治 25 蟻坂 政文 25 大高 　均

26 辻　 啓一 26 大高 　均 26 蟻坂 政文 26 辻　 啓一 26 吉田 正秀

27 鈴木 康啓 27 宮川 良男 27 辻　 啓一 27 鳥居 　博 27 岩渕 　仁

28 迎　 勝雅 28 道山 重夫 28 市川 正典 28 川村 周司 28 鳥居 　博

２．ウインチレーンはコース側から上里６、GW４、中部関西５、ステッペン５、シーガル４，鳴瀬４とします。

３．メダルは金（総合成績）、銀（ベストラップ）、銅（ベスト申告賞）とします。

４．ベスト申告賞のためスタートするまでに予想タイムを申告すること。申告しなかった場合は12.33秒とします。

１．この表のとおり上から下へ進行するが、当日抽選により各ラウンドのスタート№を決定する。
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