
【男子の部：２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 7:30 （午前の部）　13位 （午前の部）　38位 （午前の部）　63位 （午前の部）　88位 26 7:30 （午前の部）　14位 （午前の部）　39位 （午前の部）　64位 （午前の部）　89位

2 7:38 （午前の部）　12位 （午前の部）　37位 （午前の部）　62位 （午前の部）　87位 27 7:38 （午前の部）　15位 （午前の部）　40位 （午前の部）　65位 （午前の部）　90位

3 7:46 （午前の部）　11位 （午前の部）　36位 （午前の部）　61位 （午前の部）　86位 28 7:46 （午前の部）　16位 （午前の部）　41位 （午前の部）　66位 （午前の部）　91位

4 7:54 （午前の部）　10位 （午前の部）　35位 （午前の部）　60位 （午前の部）　85位 29 7:54 （午前の部）　17位 （午前の部）　42位 （午前の部）　67位 （午前の部）　92位

5 8:02 （午前の部）　9位 （午前の部）　34位 （午前の部）　59位 （午前の部）　84位 30 8:02 （午前の部）　18位 （午前の部）　43位 （午前の部）　68位 （午前の部）　93位

6 8:10 （午前の部）　8位 （午前の部）　33位 （午前の部）　58位 （午前の部）　83位 31 8:10 （午前の部）　19位 （午前の部）　44位 （午前の部）　69位 （午前の部）　94位

7 8:18 （午前の部）　7位 （午前の部）　32位 （午前の部）　57位 （午前の部）　82位 32 8:18 （午前の部）　20位 （午前の部）　45位 （午前の部）　70位 （午前の部）　95位

8 8:26 （午前の部）　6位 （午前の部）　31位 （午前の部）　56位 （午前の部）　81位 33 8:26 （午前の部）　21位 （午前の部）　46位 （午前の部）　71位 （午前の部）　96位

9 8:34 （午前の部）　5位 （午前の部）　30位 （午前の部）　55位 （午前の部）　80位 34 8:34 （午前の部）　22位 （午前の部）　47位 （午前の部）　72位 （午前の部）　97位

10 8:42 （午前の部）　4位 （午前の部）　29位 （午前の部）　54位 （午前の部）　79位 35 8:42 （午前の部）　23位 （午前の部）　48位 （午前の部）　73位 （午前の部）　98位

11 8:50 （午前の部）　3位 （午前の部）　28位 （午前の部）　53位 （午前の部）　78位 36 8:50 （午前の部）　24位 （午前の部）　49位 （午前の部）　74位 （午前の部）　99位

12 8:58 （午前の部）　2位 （午前の部）　27位 （午前の部）　52位 （午前の部）　77位 37 8:58 （午前の部）　25位 （午前の部）　50位 （午前の部）　75位 （午前の部）　100位

13 9:06 （午前の部）　1位 （午前の部）　26位 （午前の部）　51位 （午前の部）　76位 38 9:06 （午後の部）　13位 （午後の部）　38位 （午後の部）　63位 （午後の部）　88位

14 9:14 （午後の部）　12位 （午後の部）　37位 （午後の部）　62位 （午後の部）　87位 39 9:14 （午後の部）　14位 （午後の部）　39位 （午後の部）　64位 （午後の部）　89位

15 9:22 （午後の部）　11位 （午後の部）　36位 （午後の部）　61位 （午後の部）　86位 40 9:22 （午後の部）　15位 （午後の部）　40位 （午後の部）　65位 （午後の部）　90位

16 9:30 （午後の部）　10位 （午後の部）　35位 （午後の部）　60位 （午後の部）　85位 41 9:30 （午後の部）　16位 （午後の部）　41位 （午後の部）　66位 （午後の部）　91位

17 9:38 （午後の部）　9位 （午後の部）　34位 （午後の部）　59位 （午後の部）　84位 42 9:38 （午後の部）　17位 （午後の部）　42位 （午後の部）　67位 （午後の部）　92位

18 9:46 （午後の部）　8位 （午後の部）　33位 （午後の部）　58位 （午後の部）　83位 43 9:46 （午後の部）　18位 （午後の部）　43位 （午後の部）　68位 （午後の部）　93位

19 9:54 （午後の部）　7位 （午後の部）　32位 （午後の部）　57位 （午後の部）　82位 44 9:54 （午後の部）　19位 （午後の部）　44位 （午後の部）　69位 （午後の部）　94位

20 10:02 （午後の部）　6位 （午後の部）　31位 （午後の部）　56位 （午後の部）　81位 45 10:02 （午後の部）　20位 （午後の部）　45位 （午後の部）　70位 （午後の部）　95位

21 10:10 （午後の部）　5位 （午後の部）　30位 （午後の部）　55位 （午後の部）　80位 46 10:10 （午後の部）　21位 （午後の部）　46位 （午後の部）　71位 （午後の部）　96位

22 10:18 （午後の部）　4位 （午後の部）　29位 （午後の部）　54位 （午後の部）　79位 47 10:18 （午後の部）　22位 （午後の部）　47位 （午後の部）　72位 （午後の部）　97位

23 10:26 （午後の部）　3位 （午後の部）　28位 （午後の部）　53位 （午後の部）　78位 48 10:26 （午後の部）　23位 （午後の部）　48位 （午後の部）　73位 （午後の部）　98位

24 10:34 （午後の部）　2位 （午後の部）　27位 （午後の部）　52位 （午後の部）　77位 49 10:34 （午後の部）　24位 （午後の部）　49位 （午後の部）　74位 （午後の部）　99位

25 10:42 （午後の部）　1位 （午後の部）　26位 （午後の部）　51位 （午後の部）　76位 50 10:42 （午後の部）　25位 （午後の部）　50位 （午後の部）　75位 （午後の部）　100位

（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。

      (霧島ゴルフクラブ TEL０９９５-７８－２３２４）

(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分前には必ずティーイングエリア付近に待機すること。                                     

2022年　第24回鹿児島県民ゴルフ大会組合せ表（２日目）
   　■開催日：令和4年6月5日（日曜日）

(アウト１番ホールより）   ★印は、エチケットリーダー（リモコン操作） 　   ■コース：霧島ゴルフクラブ

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。


