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時間

田井能 国男 田井能 国男 田井能 国男 田井能 国男 07:30

竹田 勝志 竹田 勝志 竹田 勝志 竹田 勝志 07:37 続木 仁 大塚 孝一 阿部 史宣

竹田 勝志 竹田 勝志 竹田 勝志 竹田 勝志 07:45 弓山 光康 林 徳一 三笠 成則 水永 雅之

今井 裕也 永井 裕也 中川 大輔 07:52 宮内 量三 田所 伸二 大西 法彦 池田 瑞穂

大野 直正 篠原 きよし 高橋 ふみのり 高松 けんじ 08:00 竹内 明人 杉森 純一 太宰 聡継 大川 雅徳

山内 政仁 小川 正樹 松井 隆憲 08:07 丹生谷 孝之 橋本 由紀 森山 道弘 小野 晃弘

森 一彦 中路 憲生 松田 猪佐美 渡部 勝正 08:15 畔地 郁也 戒能 哲也 野本 俊造 山田 修一

岡田 賢一郎 佐藤 修二 中澤 克義 竹内 茂規 08:22 石川 勇次 脇水 正仁 廣田 一也 卯野 義久

渡部 和裕 高取 正 古谷 俊典 大西 良穂 08:30 佐伯 領 坂東 優志 青木 一正 島田 和政

高岡 恭平 山本 茂将 宮崎 秀之 近澤 幸司 08:37 川 竜一 上甲 実喜王 石丸 良三 松岡 忠志

加藤 正人 祝田 新作 倉橋 明 倉橋 礼子 08:45 二宮 琢治 渡部 聡 黒岩 克己 青野 早記

土井 義春 北岡 昭夫 國廣 義則 山村 俊輔 08:52 森川 等 森川 友郎 西尾 ひとし 小林 ゆうすけ

宮崎 俊治 濱田 哲朗 高橋 麻夫 佐藤 嘉海 09:00 永井 大介 田丸 庄司 菅野 忠 佐伯 仁

玉井 一 藤村 正剛 吉村 定修 河合 雅彦 09:07 三並 ゆかり 西岡 和敏

世良 英介 高須賀 勅正 木澤 晋 木澤 太一 09:15 大池 祐子 三好 聡志 本田 多士 渡部 浩二..

長井 健次 西村 敬三 中岡 健太郎 竹田 祐二 09:22 片岡 栄治 石川 浄 安髙 敏之 田辺 正

浅山 伸介 玉井 大介 東 昌弘 今井 忍 09:30 宇都宮 卓二 宇都宮 利津美 中村 貢

大西 正之 近藤 裕宏 大堀 純 播磨 一秀 09:37 藤岡 正 寺田 伸広 渡部 和仁

戸田 道尚 戸田 道尚 戸田 道尚 戸田 道尚 09:45 伊賀上 勲 末光 眞人 東 幹雄 田野岡 敏郎

戸田 道尚 戸田 道尚 戸田 道尚 戸田 道尚 09:52 丹生谷 正 森貞 順三 大川 宣敏 井上 数重

高橋 道幸 多保 悦夫 多保 妙 髙橋 英雄 10:00 束村 勝美 明賀 環 束村 公則 菅原 学

坂田 勝 山下 潤 原 功 中條 晶則 10:07 白戸 美雄 福井 貴洋 古谷 雅人 木戸 邦康

菊池 良子 関谷 賢子 宮崎 佳代子 一色 孝子 10:15 大塚 敏彦 竹本 康明 小川 仁

谷河 義之 上野 正人 平岡 輝明 金村 修 10:22 長曽我部 修 平塚 務 藤岡 卓 越智 幸徳

アウトコース インコース

東温市民親善ゴルフ正月大会 組合せ


