
(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 8:30 ※小田 克郎 ※栫 文夫 東    隆一 新町    修 17 8:30 ※里中 清孝 ※祝迫 輝美 佐々木 俊治 池亀 ふくえ

2 8:38 ※小田 博之 ※古市 修次 今村 量則 ※新留 秀三 18 8:38 ※宮脇 信雄 丸渕 一美 内野 修一 別府 政也

3 8:46 ※園    剛士 小峯 久和 折田 正光 ★藤田 正文 19 8:46 ※宮谷    稔 ※黒木 孝志 ※上田 芳央 葛迫    豊

4 8:54 ※小迎    忍 島田 麻里緒 野口 靖彦 西川 和広 20 8:54 ※馬場 香二 ※安藤 茂仁 ※東    安弘 ※竹本    清

5 9:02 ※吉留 一信 ※山切 康弘 ※吉田 一郎 21 9:02 ※米重 博美 寺尾 春樹 竹之下 勝美 濱田    学

6 9:10 ※大重    彬 ※内山 弘訓 ※松田 敏雄 山下 敏郎 22 9:10 ※野口    勲 ※佐多 健一郎 ※岩切 紘一 ※小浜 清志

7 9:18 ※川尻 正實 ※稲森 兼隆 的場 和人 泊    博美 23 9:18 ※西元 泰光 中間 芳昭 福添 龍作 瀬戸口 修

8 9:26 ※徳田 高秋 松田 しょう子 喜入 一郎 庵下 正文 24 9:26 ※重留    静 ※宮原 義信 福村 照行 榎田 廣行

9 9:34 ※北    義一 大田 千秋 橋口 信隆 ※徳永 和洋 25 9:34 ※溝口 忠久 ※甲斐 幸男 野元 政志 三角 智子

10 9:42 ※堀口 正和 ※杉田 英數 中山    守 松元 敏彦 26 9:42 ※吉冨 省人 ※吉田 正孝 ※重久 清美 ※川田原 昭廣

11 9:50 ※隈元    好 ※松坂 清美 後藤 龍二 高橋 昌信 27 9:50 ※大迫 清盛 下野 高広 佐多 孝一郎 萬造寺 誠

12 9:58 ※山下 英博 重久 郁夫 長﨑 正広 寺岡 千年 28 9:58 ※前田 民雄 鶴丸 一郎 肝付 兼浩 長谷 重昭

13 10:06 ※山内 芳弘 ※田中 清文 武内 裕一 ※松岡 義弘 29 10:06 ※市来 光男 ※岩屋 廣夫 中野 好彦 脇田 光廣

14 10:14 ※松下 廣海 ※貴島 正治 森    博嗣 貴島 京子 30 10:14 ※西    悦朗 濱田 春男 安田 雅朗

15 10:22 ※久永 好美 谷本 親志 田畑 洋一 岩元    孝 31 10:22 ※花牟礼 勲 ※面髙 理市 田中 吉信

16 10:30 ※中島 好巳 ※伊牟田 寛見 上川畑 重行 前田 辰治 32 10:30 ※浅井 良巳 ※鬼塚脇 香 小脇 利幸 有村 忠弘

※印 70歳以上 ★個人戦のみ

（注）(１)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。

    (いぶすきゴルフクラブ  TEL０９９３-３２－３１４１）

(２)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－イングエリア付近に待機すること。                                     

   手洗い・うがい・マスク の着用
のご協力宜しくお願い致します。

2021年　鹿児島県ねんりんスポーツ文化祭ゴルフ交流会組合せ表

　■開催日：令和3年4月27日（火曜日）

　■コース：いぶすきゴルフクラブ

(アウト１番ホールより）    

新型コロナウィルス感染防止


