
組 時間 組 時間

1 7:00 今別府　正博 久保　廸夫 園村　弘之 池田　博信 1 7:00 森　毅志 楠元　幸二 谷ヶ久保清治 西元　　稔

2 7:08 山下優 谷口　竜太 三宅　義弘 茶木　　武広 2 7:08 加治屋　直樹 長瀬　毅 海田　雄二郎 新村　大作

3 7:16 坂元　賢一 恒吉　博臣 溝下　洋平 谷川　昇 3 7:16 前杉　博也 冨永　昭法 筵平　昌博 宮野　信次

4 7:24 楠元　順一 土持　孝一 吉元　康浩 野口　京一 4 7:24 李　泰造 長曽我部昭行 今西　亮 木場田　孝史

5 7:32 横谷　充 温水　貴史 熊谷　勝二 原口　賢二 5 7:32

6 7:40 丸目　弘一 前田　義隆 黒木　洸大 大塚　真依 6 7:40 原口　謙吾 和田　裕幸 山内　守光 栄留　輝矢

7 7:48 乙守みえ子 小野　美保子 橋口　亮 谷口　晶子 7 7:48 岩松　和昭 高野　俊一 栗山　和昭 北野　彰

8 7:56 吉原　浩（ＢＴＶ） 吉原　侑甫 松田　雄基 藤野　ひとみ 8 7:56 有馬　正 山元　良彦 長野　義平 小林　晴美

9 8:04 橋口　守 牛谷　勝郎 村田　和男 清水　賢一郎 9 8:04 永野　良寿 永野　武文 比江嶋　智康 松崎　誠

10 8:12 木脇　大介 福岡三郎 中原　　良弘 成合 円美佳 10 8:12 林　政美 坂上眞一 前原　神子 川野　裕太

11 8:20 安富　健二 大塚　和征 安藤　正彦 海田　えり 11 8:20 赤池　重秋 堀　　節夫 稲用　孝一 稲用　清孝

12 8:28 前之薗　忠人 臼杵　弘之 朝稲　順一 家本　秀明 12 8:28 田平　修一郎 鳥越　貞春 岩永　正博 田平　勇治

13 8:36 野田　賢一 江藤　義房 元明　　吉公 皆木　梓司 13 8:36 三浦　康史 蒲生　昇 鈴木　俊夫 大迫　春美

14 8:44 下西　靖彦 長峰　真奈美 黒木　三郎 城村　福一 14 8:44 白坂　千弘 日高　昭弘 鎌田　一臣 田中　和則

15 8:52 宮島　孝美 江村　博次 辻田　昭吾 乙守　修 15 8:52 浜砂　裕子 小代　イツミ 仮屋　恵子 長友　寛

16 9:00 今田　浩一 小馬田　猛　 松本　昭二郎 楠元　利夫 16 9:00 清田　春樹 松本　桂三 伊藤　篤志 福迫　昭二

17 9:08 渡邉　誠之 寺田　佑介 石田　義隆 三森　智成 17 9:08 兒玉　武朗 村上　晃央 山下　宏之 丸田　和則

18 9:16 宮島　博史 清水　学 白石　智子 園田こうへい 18 9:16 京牟禮　健 中原　梨紗 宗雲　幹久 蓑輪　幸浩

19 9:24 中川　佳宣 上池　幹雄 堤　浩一郎 宮園　和人 19 9:24 馬渡　浩志 種本　誠太 高山　政明 川久保　諒太

20 9:32 福別府　克 伊藤　亮一 川畑　太 勝原　浩晴 20 9:32 山崎　丈聡 巻幡　　聡 佐倉　　志洋 東　智美

21 9:40 森　　考寄 川本　克仁 清水　弘樹 上原　重勝 21 9:40 末松　正徳 鏑木　直樹 岩脇ひろみ 木原　秀一

22 9:48 谷口　敏寛 原田　秀和 伊藤　武浩 22 9:48 川越　章博 中迫　悟 坊野　裕二

23 9:56 酒勾　修 田中　雅之 青木 英樹 高山　浩一 23 9:56 酒井　昌信 柄本　重敏 黒木　幸夫 黒木　三枝子

24 10:04 甲斐　秀二 伊東　貴幸 吉川　慎一郎 田村　剛展 24 10:04 伊達　浩樹 救仁郷　貴志 和田　博幸 南　弘文

25 10:12 林　孔裕 石橋　福美 高部　展裕 原田　のりひろ 25 10:12 新西　文仁 新西　巧一 仙北谷　正樹 東郷　和利

※スタート時間３０分前に受付を終了して下さい。 ※乗用カートの乗車は可。　（全員賞品がありますので、表彰式まで残って下さい。）

※当日欠席者が出た場合、組合せの変更もあります。 ※各組の代表者はスコアカードをスタート室に提出する事。

霧島酒造杯　都城オープン H30.11.17
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