
■期　日  令和4年7月28日（木曜日）　開始式：7時45分　競技開始：8時03分

■コ－ス   鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部　〒８９９－２７０５　鹿児島市直木町６０００番地　TEL　099（278）5200　　FAX　099（278）5265

【アウトコース①番よりスタート】 【インコース⑩番よりスタート】

組 スタート時刻 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 組 スタート時刻 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

豊増　真一郎 黒木　慶 岩下　勝 米山　慶 米山　遼 宮内　拓也 横手　泰之
トヨマス　シンイチロウ クロキ　ケイ イワシタ　マサル ヨネヤマ　ケイ ヨネヤマ　リョウ ミヤウチ ヨコテ　ヤスユキ

大西　康夫 田原　光洋 中島　拓朗 久保　工 寺尾　春樹 中村　常弘 竹之下　勝美 白坂　博文
オオニシ　ヤスオ タハラ　ミツヒロ ナカシマ　タクロウ クボ　タクミ テラオ　ハルキ ナカムラ　ツネヒロ タケノシタ　カツミ シラサカ
濵島　春夫 川原　慎也 竹下　信一郎 長田　千早 川西　高広 用貝　武士 山小田　英樹 吉元　浩

ハマシマ　ハルオ カワハラ　シンヤ タケシタ　シンイチロウ ナガタ　チハヤ カワニシ　タカヒロ ヨウカイ　タケシ ヤマオダ　ヒデキ ヨシモト　ヒロシ
赤坂　悟 永仮　憲作 若松　千尋 益田　博文 中井　末一 泊　博美 稲森　兼隆 稲森　友加里

アカサカ　サトル ナガカリ　ケンサク ワカマツ　チヒロ マスダ　ヒロフミ ナカイ　スエイチ トマリ　ヒロミ イナモリ　カネタカ イナモリ　ユカリ
永峯　健太郎 吉留　政幸 川原　鉄司 別府　政也 内野　修一 松元　和浩 宮脇　信雄

ナガミネ　ケンタロウ ヨシドメ カワハラ　テツシ ベップ　マサナリ ウチノ　シュウイチ マツモト ミヤワキ　ノブオ
今西　将 水迫　剛 肥後　渡 松元　雅春 笹平　健一 岩元　弘樹
イマニシ ミズサコ ヒゴ マツモト　マサハル ササヒラ　ケンイチ イワモト　ヒロキ

日高　一幾 安楽　秀隆 金子　元明 迫　正太 橋口　周平 脇田　克朗 増満　隆幸 北　由美子
ヒダカ アンラク カネコ サコ ハシグチ ワキタ マスミツ キタ

西小野　俊則 米森　隆治 惣福　昌弘 唐鎌　英一郎 宮野　昭彦 松下　勝洋 佐々木　良次
ニシオノ　トシノリ ヨネモリ　タカハル ソウフク　マサヒロ カラカマ　エイイチロウ ミヤノ　アキヒコ マツシタ　カツヒロ ササキ　リョウジ
小屋敷　一也 二俣　弘幸 宮下　毅 竹ノ上　武治 飯田　孝行 内田　浩治 國場　明宏
コヤシキ　カズヤ フタマタ　ヒロユキ ミヤシタ　ツヨシ タケノウエ　タケハル イイダ ウチダ コクバ
福添　龍作 東　隆一 松田　敏雄 内山　弘訓 下栗　修一 柿田　光浩 小園　俊二 富永　良三
フクゾエ ヒガシ マツダ　トシオ ウチヤマ　ヒロノリ シモクリ カキタ コゾノ トミナガ

筒井　毅浩 谷山　正三 迫　幸男 松田　一郎 大保　浩茂 住吉　彰 前田　昌孝 安藤　和浩
ツツイ　タケヒロ タニヤマ　ショウゾウ サコ　ユキオ マツダ　イチロウ オオボ スミヨシ マエダ アンドウ
髙橋　一朗 竹下　宜郎 久保　勇 中間　誠 東　信乃 北岡　明美 岡元　智子

タカハシ　イチロウ タケシタ クボ ナカマ ヒガシ キタオカ オカモト　トモコ
園　純一 永迫　正 二階　智昭 池元　幸介 濱田　年幸 服部　聖也 財津　千草 領家　清子

ソノ　ジュンイチ ナガサコ　セイ ニカイ　トモアキ イケモト　コウスケ ハマダ ハットリ ザイツ リョウケ　キヨコ
上山　秀滿 北　義一 徳田　高秋 谷川　典一 安藤　茂仁 馬場　香二 東　安弘 竹本　清

ウエヤマ　ヒデミツ キタ　ヨシカズ トクダ タニガワ　ノリカズ アンドウ　シゲヒト ババ　コウジ ヒガシ　ヤスヒロ タケモト
安田　雅朗 福村　忍 川尻　正實 佐多　直大 竹下　幸孝 榎園　祐治 金丸　司 中島　秀樹
ヤスダ　マサアキ フクムラ　シノブ カワジリ　マサミ サタ　ナオヒロ タケシタ エノキゾノ カネマル ナカシマ
新山　広幸 佐多　孝一郎 下野　高広 鹿倉　輝道 服部　龍一 井上　好広 仮屋　浩司

シンヤマ　ヒロユキ サタ　コウイチロウ シモノ　タカヒロ カクラ　テルミチ ハットリ　リュウイチ イノウエ カリヤ
渡瀬　昭彦 竹之内　章 山添　伸也 川野　耕矢 奥　大輔 大迫　真也 服部　里美
ワタセ　アキヒコ タケノウチ　アキラ ヤマゾエ　シンヤ カワノ　コウヤ オク　ダイスケ オオサコ　シンヤ ハットリ　サトミ
長谷川　勇 伊牟田　寛見 中島　好巳 井上　智子 小屋敷　幸二 永山　秀成 岩下　猛 小屋敷　陽子

ハセガワ　イサム イムタ　ヒロミ ナカシマ　ヨシミ イノウエ　トモコ コヤシキ　コウジ ナガヤマ　ヒデナリ イワシタ　タケシ コヤシキ　ヨウコ
大良　重久 東條　徳久 久保　秀樹 大良　麗子 木原　匡 古川　友司 尾堂　弘弥
ダイラ トウジョウ クボ ダイラ キハラ　タダシ フルカワ　トモシ オドウ　ヒロミ

神村　聡介 岩井　宏樹 前　誠也 久保　貴恵 小園　悟史 川原　立也 柳元　淳作
カミムラ イワイ　ヒロキ マエ　セイヤ クボ　タカエ コゾノ　サトシ カワハラ　タツヤ ヤナギモト　ジュンサク
奥　太志 引地　修 竹原　浩二 有馬　道泰
オク　タイシ ヒキチ　オサム タケハラ　コウジ アリマ　ミチヤス

注意事項

①上記の参加者に欠場者があった場合は、組合せの一部を変更することがある。 82 40 18 13

②スタートの呼び出しは一切行わないので、自分のスタート時間5分前までにはスターティングホール付近で待機すること。。 1.60歳未満 2.60歳以上 3.70歳以上 4.女子
③使用ティーの色は、60歳未満は黒、60歳以上は白、70歳以上は金、女子は赤とする。

第56回 市民体育大会ゴルフ競技組合せ表

1 8:03 22 8:03

2 8:10 23 8:10

3 8:17 24 8:17

4 8:24 25 8:24

5 8:31 26 8:31

6 8:38 27 8:38

7 8:45 28 8:45

8 8:52 29 8:52

9 8:59 30 8:59

10 9:06 31 9:06

11 9:13 32 9:13

12 9:20 33 9:20

13 9:27 34 9:27

14 9:34 35 9:34

15 9:41 36 9:41

16 9:48 37 9:48

41 10:16

17 9:55 38 9:55

18 10:02 39 10:02

21 10:23

19 10:09 40 10:09

20 10:16
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