
開催日 令和３年１１月１２日（金）
場　 所 阿蘇東急ゴルフクラブ

アウトスタート

1 7:30 藤田　博 （菊） 平畑　真一 （マ） 福山　重吉 （リ）

2 7:38 入田　安比呂 （矢） 丸山　晴敏 （菊） 瀬脇　和人 （南）

3 7:46 渡邉　達雄 （高） 志垣　孝徳 （肥） 塚本　啓二 （グ）

4 7:54 杉本　敬一 （宇） 笠原　正裕 （吉） 石貫　公久 （ヒ） 竹本　勇喜 （高）

5 8:02 油谷　孝 （不） 藤本　忠之 （肥） 今村　安則 （吉） 永井　広起 （不）

6 8:10 山形　毅 （草） 緒方　裕司 （宇） 森田　清孝 （球） 一山　愉 （南）

7 8:18 上田　秀峰 （ヴ） 江川　佳文 （肥） 古谷　信司 （肥） 緒方　秀俊 （池）

8 8:26 村上　義輝 （肥） 東　賢一 （熊） 溝端　隆志 （鹿） 福島　恵次 （球）

9 8:34 横山　伊三生 （肥） 岩下　昭彦 （中） 坂本　博敏 （肥） 麻生　伸一 （南）

10 8:42 綿貫　誠二 （南） 宮﨑　真司 （グ） 亀井　哲洋 （や） 中村　武人 （不）

11 8:50 渡辺　健次 （鹿） 渡辺　治幸 （不） 木村　建仁 （中） 坂田　克男 （あ）

12 8:58 水上　新吾 （宇） 本田　克之 （球） 橋本　茂記 （球） 田川　友之 （肥）

13 9:06 丸山　由朗 （鹿） 下村　次弘 （矢） 長尾　謙昌 （肥） 龍　秀仁 （宇）

14 9:14 今田　清 （菊） 森　繁博 （肥） 興津　信次 （不） 三浦　和浩 （大）

15 9:22 江﨑　敏浩 （リ） 香月　誠二 （空） 村山　嘉彦 （空） 片山　厚志 （宇）

16 9:30 森　孝志 （司） 黒木　一也 （船） 阿讃坊　健二 （ワ） 嶋村　健 （空）

17 9:38 馬場　義博 （城） 北崎　隆徳 （九） 松岡　和也 （肥） 梶岡　吏 （肥）

18 9:46 坂井　信 （大） 濱岡　稔郎 （矢） 鶴田　健二 （城） 鶴田　祐治 （鹿）

19 9:54 立山　誠也 （司） 増田　徹 （南） 岡田　久也 （肥） 新原　正義 （中）

20 10:02 髙山　富士雄 （不） 東山　直樹 （あ） 木下　高明 （矢） 塚本　親治 （高）

21 10:10 林田　眞典 （南） 河北　敏彦 （中） 森山　和志 （リ） 太田　武士 （リ）

22 10:18 緒方　康一朗 （城） 川本　隆文 （グ） 西村　達也 （高） 野田　昌伸 （中）

23 10:26 山下　勇夫 （九） 山本　博喜 （肥） 塚本　浩信 （中） 江村　博次 （空）

インスタート

1 7:30 米田　幹夫 （城） 藤重　克介 （九） 小宮　辰夫 （リ）

2 7:38 仮屋　俊一 （ワ） 神山　繁廣 （阿） 上野　式麿 （宇）

3 7:46 上田　敏憲 （城） 末富　一徳 （吉） 松尾　勝彦 （高）

4 7:54 永戸　和夫 （船） 松永　一賢 （池） 渡辺　正徳 （阿） 中村　一夫 （中）

5 8:02 水上　淳一 （ワ） 鬼塚　淳 （ワ） 園田　一広 （南） 岩川　幸也 （マ）

6 8:10 田中　秀文 （玉） 廣田　谷助 （中） 福田　豊 （空） 木下　英文 （水）

7 8:18 木下　幾英 （球） 井野　英利 （水） 中川　和彦 （球） 福永　敏夫 （城）

8 8:26 林　敬三 （不） 中原　淳一 （高） 小橋　一夫 （空） 城　賢悟 （九）

9 8:34 黒川　裕司 （菊） 井上　崇 （空） 田浦　幸雄 （城） 坂口　正弘 （司）

10 8:42 永井　健治 （高） 瀧下　幸治 （マ） 松尾　敏博 （グ） 松村　速太 （船）

11 8:50 太田　義彦 （熊） 吉田　亮二 （岱） 田中　賢正 （阿） 元田　修 （岱）

12 8:58 渡邊　良一 （船） 松本　昭二郎 （八） 窪田　実穂 （高） 松村　秀邦 （中）

13 9:06 小﨑　広敏 （中） 田上　匠 （マ） 澤田　光徳 （ク） 福原　博幸 （宇）

14 9:14 丸山　睦夫 （鹿） 有田　修治 （城） 松中　敏治 （ワ） 四方田　徹 （マ）

15 9:22 吉野　武司 （肥） 福島　祐一 （ワ） 木本　忠二 （九） 清藤　眞次 （司）

16 9:30 小馬田　猛 （八） 田上　秀昭 （菊） 井上　功 （東） 高橋　衛 （ワ）

17 9:38 川床　貴志 （水） 青木　悦郎 （高） 喜田　友幸 （鹿） 福田　隼人 （球）

18 9:46 池尻　良平 （鹿） 渡辺　猛 （阿） 黒木　鉄馬 （池） 茂田　正語 （菊）

19 9:54 大野　羊逸 （玉） 櫻田　敏晃 （宇） 山冨　治義 （球） 高尾　正儀 （グ）

20 10:02 原　安幸 （九） 松永　文夫 （中） 深浦　修 （空） 山内　孝徳 （司）

21 10:10 田辺　十郎 （宇） 前田　弘 （宇） 織田　健一郎 （あ） 大林　裕之 （空）

（１）欠場者があった場合は、組合せの一部が変更になる場合があります。
（２）病気、その他事由で欠席する場合は、事前にあつまる阿蘇東急ゴルフクラブ（０９６７-６７-１６１６）に必ず連絡する事。
　　 無断欠席者は、来年度末までの熊本県ゴルフ協会主催競技に参加する資格を失うことがあります。
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