
〈アウト〉 　　　　　　（阿蘇大津ゴルフクラブ・４月４日）
時間 氏名 受付 氏名 受付 氏名 受付 氏名 受付

1 8:00 元田修 (司) 水上淳一 (ワ) 浜田成児 (肥)
2 8:08 作本真吾 (司) 江頭一幸 (鹿) 出口修 (城)
3 8:16 梶岡吏　　　 （肥） 米倉慶一郎　 （中） 鶴田健二 (城) 小寺勝 (司)
4 8:24 安楽新一 (大) 久保佳機 (肥) 三浦誠一 (南) 江﨑洋一　　 （司）
5 8:32 松永幸夫 (不) 山下栄人　　 （南） 岩本英之 (八) 清田高士 (司)
6 8:40 園田英雄　　 （八） 今村淳一郎 (池) 中川実 (司) 千代永敬一 (八)
7 8:48 大高弘勝　　 （司） 宮﨑洋 (球) 伊藤和仁 (岱) 小山倫生 (九)
8 8:56 河野安彦 (ヒ) 田辺十郎 (宇) 山崎重信 (マ) 増永富治郎 (大)
9 9:04 永井広起 (不) 佐々木徹 (中) 岩永秀和 (ヒ) 高見宏幸 (グ)
10 9:12 宮田良和 (草) 小杉竜三　 （イ） 上野寛史 (央) 友枝周作 (中)
11 9:20 上田恭平 (空) 中村清博 (岱) 中嶋浩憲　　 （ヒ） 金島鉄男 (池)
12 9:28 星野忠洋　　 （鹿） 山中隆二 (俣) 小杉康之　　 （空） 黒木孝之 (大)
13 9:36 堀田廣樹　　 （空） 福田清明 (草) 岩崎勇紀夫　 （船） 坂井信 (大)
14 9:44 野田昌伸 (中) 真鍋義徳 (九) 本田一志 (空) 松岡茂樹 (グ)
15 9:52 寺本拓矢 (中) 村山嘉彦 (空) 小杉康太 (イ) 入田安比呂 (矢)
16 10:00 荒木洋治　　 （マ） 島田隆介 (岱) 毛利勝大 (リ) 辻田昭吾　　 （中）
17 10:08 下村次弘　　 （矢） 岩永法成 (鹿) 中本稜 (イ) 加藤幸成 (城)
18 10:16 塚本浩信 (中) 藤澤英樹 (ク) 川床宏貴 (岱) 佐藤誠 (ヒ)
19 10:24 下田洋介 (中) 山崎幸徳 (草) 梅田祐二　　 （リ） 尾田優貴 (九)
20 10:32 緒方龍司 (城) 井手尾環　　　　　　　　　（空） 石丸和俊 (中) 川口健一 (東)
21 10:40 馬場義博 (城) 河口康広　　 （司） 田口保 (中) 伊藤寿文 (草)
22 10:48 松窪智治　　 （グ） 木村健吾 (空) 梅本武史 (鹿) 山下勇夫　　 （九）
23 10:56 上畠誠人　 （空） 大前光　　　 （八） 岩永マンド (空) 本田雅稔　　 （不）

〈イン〉
時間 氏名 受付 氏名 受付 氏名 受付 氏名 受付

1 8:00 内田俊久 (イ) 武田尚樹 (リ) 松井賢一 (岱) 谷川哲 (や)
2 8:08 藤岡正真 (ワ) 坂本茂 (ヒ) 太田一登 (日) 木下英文 (水)
3 8:16 髙森憲博 (高) 瀬脇和人 (日) 林田薫 (水) 森繁博 (熊)
4 8:24 長尾謙昌 (中) 川崎高城 (マ) 米本武直 (草) 古閑公俊 (肥)
5 8:32 松永文夫 (中) 南和彦 (水) 竹地史運 (吉) 池﨑幸春 (草)
6 8:40 吉村徳一 (司) 三浦和浩 (大) 熊川大志 (リ) 中尾勝男 (日)
7 8:48 坂本英一 (ヒ) 中川和彦 (球) 本多幸夫 (リ) 川添誠 (南)
8 8:56 廣田谷助 (中) 竹下充啓 (八) 林敬三 (東) 川原浩寿 (マ)
9 9:04 本山聖英 (ワ) 赤松秀記 (池) 深川大史 (マ) 荒木嘉一 (司)
10 9:12 津野秀昭 (不) 安武誠治 (水) 森山和志 (あ) 田中紀彦 (中)
11 9:20 佐藤新　　　 （東） 林由隆 (矢) 岩永充己 (ワ) 中木戸至 (中)
12 9:28 野上明宏 (日) 濱田光幸 (ワ) 渡辺正徳 (中) 米倉和法 (岱)
13 9:36 岡田秀隆 (ヒ) 興津信次 (グ) 安山東銖 (九) 森泰司 (中)
14 9:44 井手康幸 (阿) 浜田卓司 (中) 松尾勝彦 (日) 山田善彦 (吉)
15 9:52 西川一洋 (グ) 藤井純博 (俣) 村中尊裕亀　 （大） 馬場晴次 (菊)
16 10:00 大村博明 (グ) 西本英治 (草) 中村武人 (南) 吉田浩之 (不)
17 10:08 石本伸児 (グ) 藤島末則　　 （草） 宮﨑真司 (肥) 川内啓弘　　 （ク）
18 10:16 緒方秀俊 (池) 渡辺猛 (中) 山田孝 (岱) 石原太一 (空)
19 10:24 奥田篤朋 (中) 稲森英雄 (ク) 林将司 (グ) 牛島秀喜 (南)
20 10:32 髙嵜賢 (菊) 合澤啓貴 (熊) 石橋満利 (グ) 若松建吾 (ヒ)
21 10:40 笠原正裕 (ク) 鹿子木孝 (玉) 早崎研司 (中) 隅倉伸太郎 (鹿)
22 10:48 若松伸也 (マ) 奥山直樹 (グ) 中山初義 (ヒ) 米村幸一 (城)
23 10:56 白石達也 (中) 松崎雄一 (城) 井川銀太 (宇) 山賀隆司 (吉)
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