
第１戦
(肥後サンバレーCC・３月２８日)

ア ウ ト
ミッドシニア 組 スタート 氏　名 受　付 氏　名 受　付 氏　名 受　付 氏　名 受　付

1 7:30 松本征寛 (ク) 長田和明 (南) 木下芳久 (熊)
2 7:38 三浦武博 (鹿) 山本國安 (あ) 森栄二 (高)
3 7:46 田島恒男 (大) 岡嶋和広 (肥) 田上了 (南)
4 7:54 切通孝幸 (菊) 杉本博明 (南) 元山伸人 (球) 足達雄二 (矢)
5 8:02 鶴田義廣 (マ) 毛利爲藏 (矢) 吉野光正 (東) 渡邉素夫 (日)
6 8:10 早田豊 (菊) 松岡勝巳 (船) 上田昭治 (グ) 村上俊一 (東)
7 8:18 杉森満秋 (不) 森秀一 (熊) 岩佐信章 (肥) 林信夫 (空)
8 8:26 吉川健二 (矢) 乾晃義 (高) 小柿喜八 (吉) 津留善基 (東)
9 8:34 村田紀顕 (南) 宮本昇三 (宇) 大塚良一 (池) 永田浩 (肥)
10 8:42 岩崎勇紀夫 (船) 吉村二三彌 (ク) 板垣国春 (グ) 髙森憲博 (高)
11 8:50 中間輝久 (阿) 古閑博良 (あ) 梅崎英則 (吉) 入江学 (九)
12 8:58 米島久 (鹿) 若杉嘉昭 (ヒ) 新村功 (リ) 荒巻要一 (南)
13 9:06 下川博 (司) 田上清 (矢) 村上智弘 (菊) 松田達憲 (ワ)
14 9:14 久保佳機 (肥) 濱洲正行 (グ) 北島剛房 (東) 横尾健二 (ヒ)
15 9:22 松永一賢 (池) 高浜詔治 (肥) 氷室隆二 (グ) 本嶋陽一 (中)
16 9:30 木下幾英 (球) 島君男 (リ) 吉岡完 (矢) 田内一 (九)
17 9:38 小佐井進 (船) 岩下水雄 (肥) 宮崎實 (ワ) 宮津博行 (高)
18 9:46 田辺十郎 (宇) 本田満 (や) 西島武継 (高) 猿渡博文 (司)
19 9:54 白石達也 (中) 緒方孝則 (グ) 濱名正光 (マ) 村上豊 (水)
20 10:02 福嶌孝一 (九) 河津野利夫 (グ) 西島清文 (東) 古賀國男 (あ)
21 10:10 川崎信廣 (吉) 河村寛 (東) 草村正己 (水) 富永隆信 (南)
22 10:18 坂口正弘 (司) 嶋本計司 (池) 古場正春 (南) 嶋田洲一 (船)
23 10:26 皆吉寿紀 (東) 米倉生慶 (玉) 上妻正義 (船) 木場恰 (グ)

レディ-ス 24 10:34 嘉副澄子 (南) 本田真暉 (高) 上畠もえな (グ)
25 10:42 高山みどり (司) 岩下和江 (不) 堀亜梨沙 (空)
26 10:50 田倉美月子 (肥) 白坂順子 (南) 溝口三重子 (高)

イ ン
グランドシニア 組 スタート 氏　名 受　付 氏　名 受　付 氏　名 受　付 氏　名 受　付

1 7:30 清田京治 (宇) 後藤文昭 (東) 米山兼弘 (玉)
2 7:38 丸小野泰之 (球) 岸田年弘 (中) 上農卓 (船)
3 7:46 佐野桂一 (肥) 稲冨宇人 (吉) 有馬常時 (東)
4 7:54 内田明 (中) 西嶌一臣 (九) 栗木幹夫 (肥) 溝田隆一 (リ)
5 8:02 池田国夫 (肥) 甲斐征夫 (南) 山園重信 (八) 中野敬輔 (グ)
6 8:10 岸栄一 (高) 西坂宗一郎 (宇) 星登鯉 (中) 丸山清次 (南)
7 8:18 鋤野忍 (阿) 西村晴夫 (南) 宮崎光夫 (吉) 菊本憲 (リ)
8 8:26 牧忠徳 (八) 日置英毅 (東) 野村勝次 (不) 釜浦満洲雄 (マ)
9 8:34 松井豊 (宇) 堀尾愼彌 (矢) 仁田原忠男 (八) 池崎末光 (吉)
10 8:42 坂口正光 (司) 田川満治 (八) 田中哲也 (宇) 黒﨑忠昭 (高)
11 8:50 加賀山紀男 (東) 臼田完次 (司) 山下義光 (城) 栗木生夫 (肥)
12 8:58 池田五夫 (宇) 平野透 (不) 田中純一 (東) 嘉悦一成 (高)
13 9:06 野田勝士 (司) 杉本義己 (東) 松尾史朗 (肥) 大坂憲二 (中)
14 9:14 長瀬清次 (中) 関嘉和 (阿) 内田道行 (八) 甲斐斎 (ワ)
15 9:22 山本太市 (俣) 橋本智徳 (矢) 古閑義一 (グ) 森眞 (宇)
16 9:30 瀧下幸治 (マ) 黒川希與値 (菊) 永津知加志 (高) 佐久間三郎 (中)
17 9:38 串間秀敏 (船) 浜田成徳 (司) 荒木順一 (や) 福山英俊 (高)
18 9:46 宮崎昇 (阿) 平野康治 (肥) 田中康弘 (九) 松島実男 (八)
19 9:54 山本源重 (不) 村上明 (矢) 礒道富雄 (肥) 近藤敬信 (高)
20 10:02 藤田千人志 (矢) 田中康雄 (肥) 北野弘泰 (船) 甲田鎮夫 (八)
21 10:10 大畑豊信 (あ) 松本拓洋 (矢) 井野昭吾 (高) 島野勝昭 (グ)
22 10:18 堂森厚司 (肥) 冨田芳美 (池) 原登志和 (菊) 米本吉成 (八)
23 10:26 下田紀二 (ワ) 井川敏春 (阿) 樋口和典 (鹿) 馬場勲 (グ)
24 10:34 飯田民雄 (肥) 福地正幸 (南) 橘慶隆 (宇) 齊藤成將 (玉)

（注）組合せ及びスタート時刻は、欠場者のあった場合に一部変更する事があります。
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