
No 時間 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 8:00 釘崎　靖士 西岡　都毅 甲斐　斉 田中　康雄

2 8:07 村田　秀博 山部　文康 西守　あゆみ 鈴木　奈緒美

3 8:14 長田　安博 若杉　嘉昭 渡辺　美智也 平瀬　正二

4 8:21 下村　次弘 甲斐　秀和 芹口　逸男 上野　伸治

5 8:28 上畠　鳳人 小野　順也 加藤　幸成 磯野　道仁

6 8:35 小柳　敏昭 嶋田　信美 市薗　洸司 緒方　孝則

7 8:42 藏本　真史 続　　真樹 園田　泰祐 西岡　純之

8 8:49 松永　清隆 今村　昌幸 児玉　伸介 竹原　利昭

9 8:56 甲斐　康則 工藤　政範 藤本　智久 織田　敏之

10 9:03 松尾　虎行 田中　理陽 木下　竜夫 森　　貴幸

11 9:10 中間　輝久 橋本　麻里子 永井　広起 永井　睦子

12 9:17 芹川　隆徳 芹川　敏恵 衛藤　頼光 衛藤　夕起子

13 9:24 川島　健一 川島　美佐子 溝端　隆志 添田　麻由美

14 9:31 島田　光浩 川﨑　淸正 白石　昌未 甲斐　のりみ

15 9:38 蔵座　武士 奥田　篤朋 坂本　卓観 速水　優

16 9:45 本吉　誠 末吉　一徳 赤城　志学 深川　大史

17 9:52 坂本　隆 西山　誠 久保　佳機 平山　博文

18 9:59 森木　希久 河口　康広 伊藤　博文 本田　雅稔

19 10:06 高島　和憲 高島　裕子 徳永　信二 工藤　晴美

20 10:13 濱田　依吹 上畠　誠人 田﨑　雅人 石貫　公久

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 8:00 田﨑　修 田﨑　順子

2 8:07 後藤　由美子 片島　紀代子 牛島　由美子 犬童　アヤ子

3 8:14 園田　一広 本田　月枝 中嶋　浩憲 牧本　均

4 8:21 松尾　喜久男 坂田　英治 市原　吉治 佐藤　日出生

5 8:28 山北　道信 桑原　健治 井野　英利 中原　淳一

6 8:35 下田　洋介 大平　菜央 冨田　芳美 田中　修一

7 8:42 大江　忠彦 野田　英俊 馬場　義博 澤村　亨

8 8:49 高須　良一 松永　一賢 鬼塚　貴裕 平山　伸治

9 8:56 後藤　悟 後藤　彩吹 中田　恵可 高橋　由歌里

10 9:03 黒木　紘一 浦野　史絵 野田　昭彦 野田　きく子

11 9:10 堀田　力 中西　和子 松尾　正章 橋本　理佐

12 9:17 山内　喜久雄 森　　紀行 林　力丸 荒木　満

13 9:24 中村　誠一郎 吉里　良三 黒川　裕司 田上　秀昭

14 9:31 塩谷　賢治 猿渡　信二 織田　健一郎 荒井　孝直

15 9:38 志農　幸啓 松尾　昇一 今田　純雄 内原　秋男

16 9:45 玉利　秀夫 田中　義光 山本　学 平野　力藏

17 9:52 岡田　新一 山形　毅 中口　弘之 大塚　悟郎

18 9:59 上田　昌治 園田　清貴 堀江　正造 瀧下　幸治

19 10:06 西山　孝明 上田　敏憲 西本　正雄 前田　文雄

20 10:13 金山　真樹 西山　慎二郎 山田　勇三 松永　章

注3）　競技当日までに欠場等があった場合は一部組み合わせが変更になる可能性があります。

上田チーム（城） コロコロ（中）

チーム1、2フィニッシュ（グ） もっこすMY（水）

注1）　組合せに、欠場者・変更等があった場合は、必ずご連絡をお願い致します。　（高遊原CC　　096-380-5515）

注2）　ハーフターン時に食事時間を予定します。（悪天候などにより、変更する事があります。）

サンレモン（船） 山本・平野チーム（司）

チェリーボーズ（草） 中口・大塚ペア（あ）

上田・園田ペア（リ） 正正ペア（マ）

パール（不） 黒川①（菊）

チーム好色（ヒ） 織田・荒井ペア（あ）

昇幸　（宇） サンバレー（や）

KKSU（ヴ） 野田チーム（東）

ザ・オリンピック（大） 松尾・橋本ペア（リ）

なんやこら商会（ヒ） 林・荒木ペア（あ）

大江・野田ペア（阿） チームラブ（城）

高須・松永ペア（池） U54（ヒ）

ベストナイン（中） のんべえ（岱）

チーム松坂（南） てっちゃんず（や）

どっこいしょ（ワ） 井野・中原ペア（菊）

チーム逆ダマ（玉） 冨田・田中ペア（池）

やまなみペア チーム”ゴン”（グ）

後藤・片島ペア（池） ウッディゴルフチーム（南）

たけのこC（南） 三角線軍団（ヒ）

W.Takashima（鹿） チームｈaｒu（や）

TK・GOLF　TV（肥） YM（コ）

（インコース）
チーム名／所属 チーム名／所属

本吉・末富チーム（吉） まんぽこ天草（マ）

サカモッチャン（や） タイランド（肥）

司ロイヤルA（司） ダフっちゃったーず（南）

川島（水） M＆R（鹿）

島田・川﨑ペア（あ） とまり木（矢）

たけしとおくだ（大） チーム坂本（草）

チームシュン（鹿） DORADORA（宇）

T．Naｋaⅿa（高） 弁慶（不）

芹川ペア（コ） バーディ王（熊）

決戦のメンバー（南） 園田・西岡ペア（あ）

菊消チーム（高） チーピン（東）

奥高千穂（矢） 龍田会（阿）

３０会（矢） 上野・芹口ペア（東）

カオウグリーン（Ｋ） チームレインボー（船）

チーム小柳（岱） チーム緒方（グ）

チームTORA（中） フォーシン会（コ）

高遊村ちゃん（髙） Beauty(笑)　（肥）

チームホンダ（ヒ） ショウチャン（コ）

第3回　くまもっと応援ペアマッチゴルフ大会　（決勝）　組合せ
開催日：2021年12月10日（金）　
会場：高遊原カントリークラブ

（アウトコース）

チーム名／所属 チーム名／所属


