
アウトスタート
組 時間 氏名 氏名 氏名 氏名

① 7:32 板持　弘 富有の里 板持正巳 富有の里 斎鹿健治 富有の里 板持照明 富有の里

② 7:39 荊尾芳之 法勝寺 内田嘉浩 法勝寺 頼田泰史 富有の里 原　誠二 大国

③ 7:46 恩田英法 手間山 松本義政 森田治夫 古田美由紀

④ 7:53 恩田朱美 手間山 松本径子 森田佳世子 宇田川貴子

⑤ 8:00 桑名尚人 天津 桑名まゆみ 天津 原谷聖一 天津 景山幸紀 天津

⑥ 8:07 小林光郎 手間山 小林一弘 手間山 小林　傑 手間山 新宮和幸 天津

7 8:14 甲斐英明 東西町 石原高美 東西町 佐藤重明 東西町 石﨏孝二 東西町

⑧ 8:21 三鴨敏彦 手間山 陶山淳人 大国 秦野健時郎 天津 岩尾照美

⑨ 8:28 糸田雅樹 法勝寺 細田恵誠 南さいはく 土江一史 東西町 石橋　透 法勝寺

⑩ 8:35 永井洋一 天津 前谷春光 天津 前谷　覚 天津 近藤　整 法勝寺

⑪ 8:42 福井　毅 手間山 赤井　隆 手間山 福井龍斉 手間山

12 8:49 野口俊美 富有の里 渡部一浩 天津 井田　学 東西町 山下正浩 天津

13 8:56 細田庸夫 法勝寺 高林敏美 東西町 田子　貢 天津

⑭ 9:03 板　利喜夫 法勝寺 井田ゆかり 富有の里 原　哲雄 法勝寺 福岡正芳 南さいはく

⑮ 9:10 酒井将文 法勝寺 秦野美由紀 浦田美由紀 ソンコンデーン・
オラピン

大国

インスタート

組 時間 氏名 氏名 氏名 氏名

① 7:32 宇田川裕二 手間山 下田才示 天津 毎田知栄子 法勝寺

② 7:39 須山啓己 天津 種　正明 天津 高木卓実 天津 細川　洋 法勝寺

③ 7:46 花道英年 天津 種　務 天津 川崎辰夫 天津 景山　浩 天津

④ 7:53 芝田卓巳 手間山 藤江　亨 手間山 岡田秀樹 手間山

⑤ 8:00 瀬崎一男 大国 瀬尾直人 大国 瀬崎泰啓 大国 瀬尾陽子 大国

⑥ 8:07 野口憲一 天津 西本和行 大国 加納　誠 大国 加納修二 天津

⑦ 8:14 吉岡　元 法勝寺 白石洋之助 法勝寺 山尾修一 法勝寺 坂口允司 法勝寺

⑧ 8:21 岩田　学 手間山 吉村敏博 富有の里 石田　博 手間山 小谷吉久 手間山

⑨ 8:28 岩田栄隆 天津 瀬山純一 生松明美 石黒宗啓

⑩ 8:35 三鴨　誠 手間山 中原由美子 手間山 新井将司 手間山

⑪ 8:42 広田一司 手間山 中尾荘司 手間山 中田政弘 富有の里 枝野　良 法勝寺

⑫ 8:49 組田和敏 大国 岩本啓幸 法勝寺 恩田ひろ子 天津 近藤　遵　 天津

⑬ 8:56 吉持義昭 大国 𠮷原賢郎 大国 古曳雅英 法勝寺

⑭ 9:03 白川　浩 富有の里 西田隆史 富有の里 芝田　亀 手間山

⑮ 9:10 河上利彦 天津 内田勅明 法勝寺 遠藤　実 法勝寺 吉田慎吾 法勝寺

【競技方法】１８ホールストロークプレー、スルーザグリーン６インチプレース有、ＯＢ特設ティー使用。

【競技規則】クラブローカルルールに準ずる。

【使用ティー】男子は白色。ただし、当該年65才以上は金色、75才以上は赤色、78才以上は黄色も可。

　　　　　　　女子は赤色。ただし、当該年60才以上は黄色も可。

【順　　位】前半ハーフの成績でダブルペリア方式にて決定、同グロス同ネットは年齢上位順で決定。

注）丸数字の組番号は、セルフプレー。

　　　　　　◆参加料2,000円は、プレー料と併せてフロント精算です。

◆各組、ラウンド終了後、マスター室へスコアカードを提出ください。

第35回南部町民親睦ゴルフ大会　組合せ表
Ｒ４．５．５（木・祝）　グリーンパーク大山ＧＣ

～　表彰式は今回は行いません。　～

（R4.5.5）第35回南部町民親睦ゴルフ大会組合せ表　


