
【男子の部】

(イン10番ホールより）
■コース：蒲生カントリークラブ

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 西村  信行 上田  芳央 松元  敏彦 久木園茂樹 14 8:30 新山  広幸 永仮  憲作 鶴丸  一郎 栫    文夫

2 8:38 種子田圭司 伊牟田寛見 田嶋  和男 白石  和美 15 8:38 山中  隆二 山元  節雄 杉田  英數 久保  英二

3 8:46 園田  隆夫 福添  龍作 園田  政弘 上野    泉 16 8:46 谷山  正三 下野  高広 大保  浩茂 前田  辰治

4 8:54 高木  俊尚 上岡  正二 谷山  政治 中間    誠 17 8:54 長﨑  正弘 松下    誠 黒木  孝志 坂元  雄一

5 9:02 大塚    覚 溝口  忠久 中村  寧仁 益田  博文 18 9:02 川口    修 川原  勇次 前田  民雄 古川  一郎

6 9:10 岩元    孝 古市  俊雄 迫    幸男 村山孝一郎 19 9:10 山出  耕三 松尾  栄作 中村 伸一 生野  守一

7 9:18 小山  明彦 長野  光広 甲斐  幸男 谷川  典一 20 9:18 田中  清文 山下    保 斉藤    稔 森    幸人

8 9:26 村岡  公人 中野  好彦 重久  郁夫 葛迫    豊 21 9:26 筒井  毅浩 上川畑重行 面高  理市 髙橋  一朗

9 9:34 津曲  兼章 濵田  俊二 丸橋  一忠 堀口  正和 22 9:34 白坂  博文 稲森  兼隆 久保    勇 上前  琢郎

10 9:42 水口  義孝 寺尾  春樹 肥後  義喜 立山  秀伸 23 9:42 田畑  洋一 佐々木良次 松元  雅春 竹之内  章

11 9:50 南田  芳彦 安藤  和浩 竹之下勝美 長谷川  勇 24 9:50 森    浩幸 大山    剛 渡瀬  昭彦 岩下    守

12 9:58 中島  好巳 小園  俊二 佐多孝一郎 日髙幸一郎 25 9:58 上之園  正 内野  修一 折田  正光

13 10:06 上木原章吾 松田  一郎 武内  裕一 26 10:06 上浦  一朝 森    博嗣 鹿倉  輝道

【女子の部】

(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

27 10:14 若松  和代 山之口文子 岡元  智子

28 10:22 塩川  孝子 荒田つゆ子 森口  栄子

29 10:30 米倉  真弓 松田しょう子 小村  浩子

（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。(蒲生カントリークラブ　TEL０９９５-５２－０３８１）

(３)スタート時間３０分前迄には受付をすませ、スタート時間10分前には必ずティ－イングエリア付近に待機すること。                                     

2022年　第6回鹿児島スポーツマスターズゴルフ大会組合せ表（1日目）

■開催日：令和４年3月23日（水曜日）

(アウト１番ホールより）     

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。


