
.

ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名

時間 所属 所属 所属 所属 時間 所属 所属 所属 所属

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80

ﾍﾝﾄﾅﾖｼﾋｺ ﾀｷｻﾞﾜｲｻｵ ｳﾁﾀﾞｷﾖｼ ﾊﾅｼﾏ　ﾋﾛｱｷ ﾂｶﾀﾞ　ﾑﾈﾉﾘ ｺﾝﾄﾞｳﾋﾛｵ ﾖｼｶﾜﾋﾃﾞﾕｷ ﾋｶﾞｲ　ﾃﾂﾔ

辺土名 芳彦 滝沢 勲 内田 清 花嶋 弘明 塚田 宗記 近藤 弘生 吉川 秀之 日改 哲也
紫あやめ36 紫あやめ36 下館GC 八千代GC ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南GC 紫あやめ36 下館GC ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南GC

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81

ﾖｺｻﾞﾜ　ﾐﾂｵ ﾅﾙｹﾞ　ﾔｽﾏｻ ﾆｲﾀﾞﾕｳｼﾞ ｲｲﾔﾏﾄｼﾋﾛ ﾎﾘｶﾜ　ﾃﾂﾛｳ ﾄﾐﾀｱｷﾗ ﾅﾗｶﾂｼｹﾞ ﾔﾅｶﾞﾜﾌﾐｱｷ

横沢 三男 成毛 康雅 新井田 勇二 飯山 敏弘 堀川 哲郎 富田 明 奈良 勝重 梁河 文昌
八千代GC 八千代GC 紫あやめ36 那須野ヶ原CC 八千代GC ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C 紫あやめ36 古河GL

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81

ﾀｹｳﾁﾀﾞｲｻｸ ﾂｹﾞﾀﾂﾔ ﾀﾅｶ　ﾕｳｼﾞ ﾏﾙﾔﾏ　ﾘｮｳｲﾁ ｶﾝﾉ　ﾀｹﾋｺ ｲｿﾀﾞﾏｻｼ ｳｽｲﾖｼﾋﾛ ｶﾜﾑﾗ　ﾅｵｷ

竹内 大作 告 竜也 田中 裕二 丸山 亮一 菅野 武彦 磯田 真佐司 薄井 嘉宏 川村 直樹
ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞGC ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C 八千代GC ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南GC JGM宇都宮GC 妻沼G場 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C 八千代GC

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81

ﾀｶﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ ｴﾋﾞﾅﾋﾛｼ ﾔﾝﾍﾞ　ｱｷﾋｻ ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾕｳｼﾞ ｷﾑﾗﾏｻﾋﾛ ﾊﾞﾊﾞﾄﾓﾅﾘ ｲﾉｳｴ ﾕｳ ﾔﾏﾀﾞｼｹﾞﾄ

髙野 信幸 海老名 洋史 山家 彰久 谷口 裕司 木村 正宏 馬場 智也 井上 雄 山田 繁人
ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞCC ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞCC JGM宇都宮GC ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞGC 紫あやめ36 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞCC 古河GL

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81

ｳｴﾀｹﾀﾞｲ ｳﾁｺｼﾃﾙﾋｻ ﾓﾓﾀﾞ　ｹｲｲﾁ ｻｻﾓﾘ　ﾕｷﾋﾛ ﾅｶﾔﾏﾋﾃﾞﾕｷ ｸｻﾏ　ﾏﾓﾙ ｶﾅｲ　ｼﾝｲﾁ ﾋﾋﾞ　ｿｳｼﾞﾛｳ

植竹 大 打越 照久 百田 桂一 笹森 幸弘 中山 秀之 草間 守 金井 伸一 日比 聡二郎
ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C JGM宇都宮GC 八千代GC ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞGC ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞGC ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞCC ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南GC

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82

ｽｽﾞｷｶｽﾞﾋﾛ ﾔｽﾀﾞﾏｻｼ ｱﾗｲ　ﾐﾂｵｷ ﾀﾅｷﾞﾀｶﾄ ｶﾜｾ　ｱｷﾖｼ ｳｴﾖｼ　ﾔｽﾐﾂ ﾅｶﾑﾗｱﾂｼ ﾔﾏﾀﾞﾖｼﾀｶ

鈴木 一裕 安田 政司 新井 光興 棚木 孝人 川瀬 昭良 植吉 泰光 中村 敦史 山田 喜孝
ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C 古河GL 前橋G場 那須野ヶ原CC 前橋G場 八千代GC 妻沼G場 那須野ヶ原CC

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ﾌｼﾞｲ　ｸﾆｵ ｵｶﾞﾜﾔｽﾉﾌﾞ ｼﾊﾞ ﾌﾐﾋﾄ ﾀｶﾉｺｳｷﾁ ｵｵﾀｹ　ｼﾝｺﾞ ﾂﾎﾞｲﾋﾛｼ ﾋﾗﾉ ﾂﾖｼ ｻｶﾓﾄ　ｹｲｲﾁ

藤井 邦生 小川 恭伸 柴 文人 髙野 晃吉 大竹 伸吾 坪井 大 平野 剛志 坂本 桂一
八千代GC 紫あやめ36 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞCC 那須野ヶ原CC ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞGC 妻沼G場 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞCC 八千代GC

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85

ｻﾄｳﾋﾃﾞｷ ﾐﾔｶﾜﾐﾉﾙ ｷｸﾁｲﾁﾛｳ ﾋﾛﾐﾂﾄｼﾕｷ ｶﾝﾍﾞ ﾀｸﾔ ｱﾗｲｶｽﾞｱｷ ｲﾜﾀﾞﾚｶｽﾞﾋﾛ ﾊﾗﾋﾄｼ

佐藤 英樹 宮川 実 菊地 一郎 弘光 利之 神戸 拓也 新井 一昭 岩垂 一博 原 仁
古河GL 下館GC 那須野ヶ原CC ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞCC 那須野ヶ原CC 妻沼G場 妻沼G場

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86

ｻｶﾓﾄｼﾝｲﾁ ﾏﾂﾓﾄ　ｼﾝｽｹ ﾜｶﾞｲﾋﾛｱｷ ﾎｿﾇﾏﾐﾉﾙ ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾘﾝﾀﾛｳ ﾊｷﾞﾜﾗﾂﾄﾑ ﾅｶﾀ　ﾏｻﾉﾌﾞ ﾊﾔｼ　ｹｲｲﾁ

坂本 晋一 松本 真輔 和賀井 博章 細沼 実 山口 林太郎 萩原 勉 仲田 雅信 林 恵一
妻沼G場 八千代GC ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C 妻沼G場 前橋G場 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞGC ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞCC 八千代GC

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 -

ｺｼﾞﾏﾄﾓｷ ｺｸﾎﾞﾌﾐｵ ｻｲﾄｳ　ﾂﾖｼ ｷﾐｼﾏﾊﾔﾄ ｲｼｲ　ﾖｳｲﾁ ｺﾊﾞﾘｼﾝｲﾁﾛｳ ﾏｽﾀﾞﾀｶｱｷ

小島 朝樹 小久保 文夫 齊藤 剛 君島 勇人 石井 洋一 小張 慎一郎 増田 貴明
ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞGC 下館GC ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞCC 那須野ヶ原CC ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞGC 紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 -

ｲｹﾀﾞﾀｹｼ ｱｵﾉﾋﾛｱｷ ｲﾅﾅﾐ　ﾀｹｼｹﾞ ｽｷﾞﾀ　ｶｽﾞｵ ｱﾒﾐﾔ　ﾋﾛﾕｷ ｷｸﾁｹﾝｼﾞ ﾅｶｼﾞﾏﾅｵｷ

池田 武志 青野 浩明 稲波 勇茂 椙田 一男 雨宮 博之 菊地 健二 中嶋 直樹
古河GL 妻沼G場 前橋G場 八千代GC ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南GC 古河GL 古河GL

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 97 -

ｽﾅﾂﾞｶﾜﾀﾙ ﾃﾞｨｰﾝﾛｼﾞｬｰｽ ｲﾅｻﾞﾜﾋﾛﾕｷ ﾌﾅｺｼﾋﾃﾞﾄ ｱﾂﾞﾏ　ﾀｶｼ クサマタクミ ﾏﾂﾀﾞﾃﾂ

砂塚 亘 ﾃﾞｨｰﾝﾛｼﾞｬｰｽﾞ 稲沢 宏之 船越 秀人 東 隆 草間 匠 松田 哲
那須野ヶ原CC ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C 那須野ヶ原CC 下館GC 八千代GC 紫あやめ36 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞGC

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 93 -

ｴﾄｳﾋﾛｼ ｼﾗｶﾈﾐﾂｱｷ ﾅｶﾄ　ﾄﾓﾖﾘ ｽｽﾞｷﾀｶﾋﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞｶｵﾙ ｻｻｷﾖｳ ｻｶｲﾊﾙﾐ

江藤 洋志 白金 満明 中跡 朝臣 鈴木 貴人 渡邉 薫 佐々木 曜 坂井 春美
古河GL 紫あやめ36 ｼｰﾄﾞ/ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞCC ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞGC 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸG場 昭和の森Gｺｰｽ 市原GC

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90 -

ﾖｺｽｶﾖｼﾉﾘ ﾑﾗｲ ﾀﾀﾞﾕｷ ｷﾑﾗ ﾋﾄｼ ﾔｸﾞﾁｱﾂｼ ﾖﾈﾐﾁｺ ﾐｽﾞｶｷ ﾏﾘｺ ﾄﾐﾀﾅﾂ

横須賀 可典 村井 忠行 木村 仁 矢口 敦士 米 美知子 水柿 まり子 富田 奈都
下館GC ｼｰﾄﾞ/ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞCC ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞGC 紫あやめ36 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞGC ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 -

ｵｵｻｷﾏｻﾕｷ ｴｶﾞﾜ　ｹﾝｲﾁ ﾖﾈﾓﾄﾏｻﾖｼ ｺﾊﾞﾔｼｶﾂｵ ｴﾝﾄﾞｳ　ﾖｼｴ ｵｵﾀｲﾎｺ ﾅｶｼﾏﾄﾓﾐ

大崎 将行 江川 健一 米本 真剛 小林 且雄 遠藤 芳江 太田依布子 中島友美
ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C 八千代GC ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞGC ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C 八千代GC よみうりGC ﾑｰﾝﾚｲｸCC茂原

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ﾎﾘｴﾔｽﾐ ﾂﾉﾀﾞｺｳｲﾁ ﾖｺｼﾏｶﾂｲﾁ ｵｵﾔﾏｶｽﾞﾉﾘ ﾎﾝﾑﾗｼﾎﾐ ﾋﾗﾉｻﾁｺ ﾋﾀﾞｶｻｴｺ ﾀﾑﾗｴﾐ

堀江 靖見 角田 幸一 横島 勝一 大山 和則 本村 志帆美 平野 幸子 飛高 佐江子 田村 恵美
那須野ヶ原CC 妻沼G場 下館GC ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞGC 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸG場 紫あやめ36 古河GL 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸG場

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ﾀﾏﾂｸﾘ　ﾏｻﾋﾛ ﾏﾂｳﾗｺﾞﾛｳ ｵｶﾞﾜﾌﾞﾝﾍﾟｲ ﾀｶﾞｲ　ﾄｵﾙ ｲﾜｻﾞｷ　ｼﾎ ﾔｷﾞｼﾞｭﾝｺ ｶﾝﾉ　ﾄﾓｺ ｷｼﾞﾏ　ﾁｱｷ

玉造 政洋 松浦 吾郎 小川 文平 互井 透 岩﨑 志保 八木 淳子 菅野 朋子 木島 千晶
ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南GC ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C 紫あやめ36 八千代GC 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙGｺｰｽ 市原GC ｼｰﾄﾞ･八千代GC 八千代GC

1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84

ｱｷﾓﾄﾀﾀﾞｶﾂ ｱｷﾊﾞﾀｹｼ ｽｽﾞｷﾏｻﾋﾛ ｾﾄｸﾞﾁ　ﾏｻｱｷ ｺﾐﾔﾏﾔﾖｲ ｻｲﾄｳﾐｽﾞｷ ﾌｼﾞｲ　ﾏｻﾐ ｷﾀﾔﾏｱｷｺ

秋元 忠勝 秋葉 健 鈴木 雅弘 瀬戸口 雅昭 小宮山弥生 齋藤水樹 藤井 まさみ 北山 暁子
紫あやめ36 下館GC 紫あやめ36 ｼｰﾄﾞ/ｻﾝｸﾁｭｱﾘ朝霞GC 三井の森軽井沢CC ﾑｰﾝﾚｲｸCC茂原 八千代GC 昭和の森Gｺｰｽ

1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81

ﾐﾔｼﾀﾒｸﾞﾑ ｵﾌﾞﾁ　ﾅｵｼ ﾋﾗﾉ ﾀﾀﾞﾉﾘ ﾀｹｻﾞﾜﾉﾘﾔｽ ｳﾀﾞｶﾞﾜ　ﾉｿﾞﾐ ｺﾊﾞﾔｼﾉﾌﾞｴ ｺﾀﾞﾏﾖｳｺ ｶﾜﾊﾗ　ﾘｮｳｺ

宮下 恵 小渕 直史 平野 忠則 竹澤 功泰 宇田川 望 小林 信英 小玉 陽子 河原 綾子
下館GC ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞGC ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞCC 那須野ヶ原CC 八千代GC 古河GL 紫あやめ36 ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南GC

1日目ｽｺｱ 71 1日目ｽｺｱ 71 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79

ﾏﾂｳﾗ　ﾔｽﾋﾛ ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾊﾙ ﾊｼﾓﾄｹﾝ ｽｽﾞｷ ﾀｲｼﾞﾛｳ ｷﾐｼﾞﾏ　ﾐﾕｷ ﾅｶﾀﾞ　ｱｷ ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾐ ｵｶﾀﾞｶｵﾘ

松浦 安洋 中島 正春 橋本 健 鈴木 泰二郎 君島 実幸 仲田 亜紀 安藤 公美 岡田 かおり
ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞGC ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞCC 下館GC ｼｰﾄﾞ/ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞGC ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞCC ｼｰﾄﾞ･八千代GC ｼｰﾄﾞ･ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞCC 紫あやめ36

1日目ｽｺｱ 67 1日目ｽｺｱ 70 1日目ｽｺｱ 70 1日目ｽｺｱ 71 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77

ｼｵﾀ　ﾋﾄｼ ﾀｹｳﾁ　ﾀｶﾋﾛ ｷｻﾞｷﾘｮｳﾀ ﾏｷﾅｶﾞｶｽﾞｷ ﾅﾂﾔﾏﾙｲ ﾖｺｽｶｹｲｺ ｽｽﾞｷ　ﾄﾓｺ ﾔﾏｼﾀﾕﾅ

塩田 一史 竹内 貴広 木崎 亮太 牧長 一喜 夏山 ルイ 横須賀 恵子 鈴木 智子 山下 ユナ
ｼｰﾄﾞ/ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈GC 前橋G場 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞGC 下館GC ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C 千葉よみうりCC ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&C

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76

ﾎﾘﾉ ｴﾐ ﾅｶﾑﾗﾏﾕﾐ ｸﾘﾊﾗﾐｷ ﾃﾗｳﾁ　ｱｽﾞｻ

堀野 恵美 中村 真由美 栗原 美紀 寺内 梓
ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞCC 那須野ヶ原CC 昭和の森Gｺｰｽ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞCC

参加人数：166人

全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権東日本地区決勝
開催コース：下館ゴルフ倶楽部 2017年7月27日(木)

OUT IN

組 組

1 7:00 1 7:00

2 7:09 2 7:09

3 7:18 3 7:18

4 7:27 4 7:27

5 7:36 5 7:36

6 7:45 6 7:45

7 7:54 7 7:54

8 8:03 8 8:03

9 8:12 9 8:12

10 8:21 10 8:21

12 8:39 12 8:39

11 8:30 11 8:30

14 8:57 14 8:57

13 8:48 13 8:48

15 9:06 15 9:06

16 9:15 16 9:15

17 9:24 17 9:24

18 9:33 18 9:33

19 9:42 19 9:42

20 9:51 20 9:51

10:09

21 10:00 21 10:00

22


