
組 スタート 氏名 氏名 氏名 氏名 組 スタート 氏名 氏名 氏名 氏名

1 8:00 岩下 博明 宮本 厚 大久保 勝人 今村 修 1 8:00 永福 拓滝 松下 哲也 原 裕一朗 中原 隆宏

2 8:07 三本 修資 宮本 重喜 中村 良郎 新堀 純子 2 8:07 西 正悟 高橋 昭三 高橋 ゆきこ 丸山 久美子

3 8:14 北 昌二郎 浅野 強 桐明 幸次郎 平田 靖雄 3 8:14 上村 清敏 寺田 克彦 桑原 健吾

4 8:21 岩井 和彦 小林 祐介 井上 裕介 岩下 昌功 4 8:21 今徳　颯 有馬 啓之 小川 智也 林 誠人

5 8:28 瀬口 武継 宮田 富保 濱砂 一行 信國 精輔 5 8:28 竹田 善徳 小場佐 博 宮口 敏雄 河原 良実

6 8:35 尾方 春敏 中村 良一 田代 隆徳 牛嶋 將克 6 8:35 甲崎 湊 吉永 潤一郎 土田 洋一 水戸 資樹

7 8:42 尾方 敏光 橋田 繁利 蓑毛 哲郎 森下 高徳 7 8:42 西 龍三郎 木下　丈二 和田　拓也 永里　克彦

8 8:49 福山 文昭 秋山 公子 田代 由里子 蓑毛 久美子 8 8:49 福留 ｶﾂﾋﾛ 平田 ｺｳｲﾁ 力田　良一 松岡

9 8:56 大石 権太郎 小谷 豊 鶴崎 益男 福永 篤司 9 8:56 土肥 秀信 黒木 壽夫 赤池 光徳 白丸 修

10 9:03 前田 一信 小佐井 雅英 鎌畑 彰吾 福元 ﾘｴ 10 9:03 和泉 清光 椎葉 松男 椎葉 正勝 澁谷 公雄

11 9:10 中田 政勝 中村 昭博 山園 直樹 尾方由美子 11 9:10 青木 健太郎 古堀 幹男 中村 宏 下薗 順治

12 9:17 木屋 貴宏 徳富 貴信 祝 秀作 松本りゅせい 12 9:17 和田 栞 中渡 翔太郎 宮田 浩秋 野村 隆太

13 9:24 木村 義雄 満谷 浩明 立石 寿郎 川内　和人 13 9:24 中村 清人 吉住 雅之 林田　義和 井上　宗光

14 9:31 竹部 昭一 高田 哲弘 白濱　裕 14 9:31 岩下 幸司 東 宏績 内倉 香織 北島　寿彦

15 9:38 井福 隆光 徳永 昌司 坂口 隆明 丸尾 敬四郎 15 9:38 塩崎 清人 西村 直樹 林　亮一

16 9:45 馬場 昌明 農蘓 和行 永田 信治 迫田 節雄 16 9:45 萩原　和弘 上原　煕 占部 武雄 草村　将来

17 9:52 迫田 重克 深野 秀陸 藤崎 研次 湯前 義一 17 9:52 澤田 光徳 高田 正介 田山 福穂 坂本 健一郎

18 9:59 中山 照祥 徳永 慎吾 寺田 隆二 豊永 繁 18 9:59 中村 幸善 坂田　修 中村 博隆 野田 祐三

19 10:06 今村 浩 松下 正壽 泉 道昭 那須 裕智 19 10:06 桑原 純一 高田 博 池上 剛志 上村 憲弘

20 10:13 平川 公徳 斎藤 清 湯徳 眞也 湯徳 千草 20 10:13 川邊 昭一郎 野田 敏行 東 克明 那須 孝二

21 10:20 土肥 洋 岩本 武夫 佐藤としたか 中園 一郎 21 10:20 本田 里美 寺川 隆文 寺川 美代子 本田 克之

22 10:27 有馬 正嗣 中村 重道 皆越 幹夫 22 10:27 米田 光一 上村 文明 眞鍋 一朗 高村 守衛

23 10:34 蓑田 輝幸 湯本光一郎 日富 幸治 高澤 広輝 23 10:34 藤田 信哉 竹原 靖一郎 池下 哲也 和泉 眞奈

24 10:41 小柿 喜八 笹原 祐二 成田 秀之 池田　健太郎 24 10:41 上村 英明 小澤 洋之 松本 幸保 鵜口 光和

25 10:48 松下 耕一郎 木村 たいち 末原 清香 渕川 みちこ 25 10:48 和泉 龍二 宮坂 崇 立場 康宏 深水 晃

第14回　人吉オープンゴルフ大会　スタート表

OUT IN


