
１番よりスタート １０番よりスタート

組 時間 氏　名 所属 組 時間 氏　名 所属 組 時間 氏　名 所属 組 時間 氏　名 所属

〇 川勝　美紀 世田谷区 伊澤  喜久男 杉並区 山中　浩美 江東区 早坂　俊則 目黒区

今井　信子 個人会員 〇 露木　実 台東区 〇 柴田　章江 国分寺市 秋山　和己 練馬区

下田　孝子 西東京市 田代　健 新宿区 落合　孝子 千代田区 〇 澤井　均 江東区

小平　秀子 小平市 勝山　邦彦 個人会員 甲　   まどか 港区 小野  和男 個人会員

〇 小坂　順子 世田谷区 塩田　陽一 豊島区 柏原　三枝子 港区 田中　雄 千代田区

塩部　晴美 個人会員 堤　　 康人 国分寺市 佐竹　千春 杉並区 髙橋　敏彦 個人会員

浜垣　由香 個人会員 平　　 耕志郎 中野区 松村　眞由子 国分寺市 長谷川　主一 世田谷区

小林　晴美 府中市 何　 　建強 個人会員 佐々木  輝子 世田谷区 松山　好孝 武蔵野市

大村　恵子 港区 阿部　逸朗 世田谷区 清水　かおり 世田谷区 矢島　茂 中野区

田倉　真由美 西東京市 大貫　大輔 西東京市 徳永　春美 江東区 鈴木　薫 個人会員

江幡　夕美 個人会員 吉田　文雄 練馬区 吉田　敦美 西東京市 清水　剛 世田谷区

水間　路子 世田谷区 辰井　賢二 個人会員 高田　貴子 杉並区 下野　修照 新宿区

山本　直子 世田谷区 高柳　修一 国分寺市 尾崎　博子 杉並区 佐藤　兵一 小平市

柿沼　美佐子 文京区 長嶋　文太 中野区 黒木　蘭 江東区 荒木　康之 個人会員

出雲　映子 杉並区 田村　康一 世田谷区 菊谷　希和子 港区 安原　正樹 世田谷区

田村　和代 国分寺市 市川　正浩 日野市 津野　真弓 千代田区 大井　博文 青梅市

三浦　美礼 個人会員 藤波　寿一 個人会員 河西　裕子 世田谷区 鈴木　克己 目黒区

津堅　典子 国分寺市 玉木　田秀 八王子市 長尾　説子 港区 海老原　隆仁 個人会員

布施　葉子 世田谷区 中川　貴史 個人会員 関塚　廣子 青梅市 長尾　博文 昭島市

大熊　祐子 練馬区 郷　   成龍 港区 田中　陽子 日野市 宮武　善樹 世田谷区

宮澤　由紀子 あきる野市 松本　雄希 目黒区 伴　　 美奈 個人会員 新保　雅敏 港区

澤井　綾子 江東区 三上　哲人 個人会員 田口　貴美子 個人会員 萩生田　國弘 多摩市

島田　明子 大田区 柳本　常雄 八王子市 蒲田　恭子 港区 池田　健次 新宿区

森口　裕子 港区 江原　真 福生市 坂本　なおみ 世田谷区 市毛　孝男 江東区

露木　直子 台東区 中沢　太 多摩市 渡辺　美樹子 板橋区 髙橋　隆 国分寺市

尾崎　靖子 武蔵野市 岩本　陽一郎 世田谷区 加藤　裕子 世田谷区 柳澤　賢仁 豊島区

髙橋　永子 八王子市 堀木　崇大 個人会員 皿井　美緒 個人会員 森口　泰孝 世田谷区

伊藤　寿美代 新宿区 東　   裕二 新宿区 森安　ひろみ 港区 間宮　勤 江東区

宮田　鈴子 個人会員 加藤　力也 個人会員 安藤　秀二 世田谷区 後藤　建 個人会員
斎藤　のぞみ 国分寺市 田中　良博 青梅市 櫻井　武志 青梅市 鈴木　明彦 千代田区

宮澤　玲子 世田谷区 鈴木　則仁 杉並区 〇 田代　猛 個人会員 櫻井　厚 世田谷区

影山　啓子 港区 小川　恭伸 新宿区 森口　貴資　 港区 小林　芳男 個人会員

山田　繁男 国分寺市 原   　勝美 個人会員

〇印の選手は研修委員 佐藤　喜三夫 世田谷区 〇 滝島　和好 小平市

〇 木村　道雄 個人会員 橋本　敬 あきる野市

沼田  茂昭 大田区 大沼　英次 西東京市

33 9:30

8:42

28 8:50

31 9:14

32 9:22

29 8:58

30 9:06

26 8:34

21 7:54

22 8:02

18 7:30

19 7:38

20 7:46

8 8:26

7 8:18

9

11

12

13

14

15

16

6 8:10

1 7:30

2

5 8:02

8:34

8:50

8:58

9:06

7:38

3 7:46

4 7:54

２０２１年４月９日（金）

於：東京バーディクラブ

参加者数　１３６名（男子　７６名、　女子　６０名）

２０２１年　第２回研修会
組合わせおよびスタート時間表
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