
【男子の部：１日目】

(イン10番ホールより）

組 ｽﾀｰﾄ時刻 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 組 ｽﾀｰﾄ時刻 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

1 7:00 ★石野    武 篠原  浩二 上野     泉 長野  正弥 25 7:00 ★松﨑  樹平 豊冨  道雄 井上  俊明 門田  精泰

2 7:08 ★町田    崇 蛭川    剛 鮫島  孝輔 西堂  弘一 26 7:08 ★上坊    悟 濵    尚光 黒木  孝志 重原  大志

3 7:16 ★田中  恵治 山下  久雄 水元  信一 平谷浩一郎 27 7:16 ★宮内  拓也 白石    修 淵脇  和孝 二階  智昭

4 7:24 ★福永  勝男 谷口伸一郎 迫田  博幸 外園  敏和 28 7:24 ★馬場  英治 西村  信行 岩下    猛 松田  幹雄

5 7:32 ★岩元  弘樹 笠島    卓 酒匂  哲郎 上浦  雄大 29 7:32 ★安樂  秀隆 中村  真希 頴川  義彦 北原  直樹

6 7:40 ★大塚    覚 樺山  一孝 仲    克敏 米田  祐輔 30 7:40 ★飯田  孝行 葛迫    豊 中村勇治朗 三崎  貴洋

7 7:48 ★堀切  久之 中間    誠 青野  辰次 竹之内  章 31 7:48 ★山中  隆二 菊永  伸喜 岩重  伸治 吉留  政幸

8 7:56 ★鵜飼  一伸 有薗    純 吉田  真哉 吉村    保 32 7:56 ★上浦  一朝 祁答院孝廣 米  誠ノ心 山内    晶

9 8:04 ★堂原  将道 園田  隆夫 上田  芳央 森    幸人 33 8:04 ★和田  国泰 関屋  史郎 古川  雄二 吉原  勝秀

10 8:12 ★新山  広幸 水口  義孝 前田  勇樹 松元  和浩 34 8:12 ★濵上真友起 園田  政弘 鬼塚  洋一 鬼塚    毅

11 8:20 ★小山  明彦 長命  功大 土屋  明男 宮川  勝己 35 8:20 ★津曲  兼章 前田  昌孝 盛重    晃 現王園公臣

12 8:28 ★福添  雄大 有村  博美 中村  寧仁 油木田和浩 36 8:28 ★渡瀬  昭彦 長濵  洋成 外内  大信 立石    聖

13 8:36 ★前川    洋 松元  雅春 德田  榮宏 柏原    豊 37 8:36 ★肥後    渡 大當  清文 上野  武史 上川畑重行

14 8:44 ★高城  英憲 服部  英樹 久木園茂樹 吉田  雅美 38 8:44 ★大薮    仁 平井  武史 田崎  直人 若松  修平

15 8:52 ★芋髙  虎男 児玉  浩司 鶴丸  一郎 楯林  義直 39 8:52 ★國場  明宏 新原  敏信 江口  健二 富永  健作

16 9:00 ★上村  知寛 面高  理市 花井    崇 田中  祐介 40 9:00 ★柿ノ迫修之 谷山  政治 下茂    晃 鮫島恒一郎

17 9:08 ★尾辻  征嗣 下野  高広 中村  伸一 大山  英雄 41 9:08 ★住吉    彰 前田  民雄 東    照盛 池元  幸介

18 9:16 ★後潟  直道 上村  光英 佐々木良次 工藤    守 42 9:16 ★山添  伸也 末廣  一郎 室田  翔太 湯之上芳信

19 9:24 ★白坂  博文 山元  節雄 大西  康夫 東垂水幸平 43 9:24 ★外薗  幸夫 上之園  正 橋口  継二 西川  龍太

20 9:32 ★谷山  正三 松下  勝洋 中村    均 浅井  良己 44 9:32 ★上木原章吾 馬渡  敏秀 竹下  謙次 土屋  祐介

21 9:40 ★吉本  福利 宮内  芳純 後藤  悦朗 片川  博久 45 9:40 ★中山  勇一 内野  修一 川村  太郎 安樂光一郎

22 9:48 ★森    浩幸 小園  俊二 海北  洋一 江藤    強 46 9:48 ★萩根  宏昭 東江  光浩 田代  正孝 米重  健佑

23 9:56 ★種子田圭司 松下健太郎 山ノ口  章 宮後  哲也 47 9:56 ★中野  好彦 横山  朝陽 古賀  浩一 坂下  隆則

24 10:04 ★中島  裕二 豊増真一郎 本釜  康晴 唐鎌英一郎 48 10:04 ★小屋敷幸二 岡田  秀信 白石  和美 西牟田  光

【女子の部：１日目】              
(アウト１番ホールより）

組 ｽﾀｰﾄ時刻 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 組 ｽﾀｰﾄ時刻 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

49 10:12 中之内幸蒔 井手之上華暖 永西  里帆 村西  瑠依 52 10:12 大川ひなの 今村  美優 及川弥緒里 京田  杏南

50 10:20 商崎  鈴菜 築地  由依 南薗  優叶 荒木  璃夢 53 10:20 山下  心暖 岩永  実希 濵屋  心実 有村  眞由

51 10:28 皆吉愛寿香 橋口  璃子 橋口  星空 54 10:28 原田  佳奈 上村    愛 福山  由萌

（注）(１)欠場があった場合は、組合せの一部を変更する事がある。

(２)病気、その他事故により欠場する場合は、必ず開催クラブへ連絡する事。

    (鹿児島高牧カントリークラブ TEL０９９５-５２－１６０３）

(３)スタート時間30分前迄には受付をすませ、10分前には必ずティグラウンド付近に待機すること。                                     

(イン10番ホールより）

2019年　第21回鹿児島県民ゴルフ大会組合せ表（１日目）
　■開催日：令和元年6月1日（土曜日）

(アウト１番ホールより）       ★印は、エチケットリーダー（乗用カート操作） 　■コース：鹿児島高牧カントリークラブ

PLAY FAST!
 スロープレーは、後続プレーヤーすべてに迷惑
をかける事となります。前の組におくれないよ
うプレー進行のご協力をお願いします。


