
時 間 氏    名 HＤCＰ 氏    名 HＤCＰ 氏    名 HＤCＰ 氏    名 HＤCＰ

7:30

8:06

8:12 清家 矩彦  5 橋本 安駿  13 清家 純一  13 古出 雄三  14

8:18 福本 茂行  3 相原 宏文  8 清田 一夫  16

8:24 内田 尚之  9 森   浩  10 湊   省  13

8:30 大西 義文  19 守野 英明  22 高木 将樹  22 木下 弘  30

8:36 村田 浩司  10 守野 英樹  16 石橋 哲朗  18 大津 裕哉  22

8:42 賀上 也寸志  11 田﨑 登  17 岸 明人  22 土内 彰  23

8:48 阿部 茂且  15 谷 真澄  16 四宮 源市  17 中島 佳文  30

8:54 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆

9:00 賀上 尊夫  17 松原 健士郎  22 渡辺 正一  29 木村 義治  30

9:06 山本 聖司  10 元廣 武志  17 坂田 照茂  18 港 忠徳  20

9:12 小島 聖  7 佐藤 正毅  20 新野 秀樹  23 ●

9:18 山中 義一  9 酒井 恒夫  16 朝田 恵美  18

9:24 北村 千昭 8 三野 洋次  9 浜尾 治  11 山田 泰之  13

9:30 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆

9:36 平井 信成  16 阿部 正博  17 河野 和弘  20 多田 克  29

9:42 奈良 敬  7 山本 昇  12 西田 靖治  12 市川 八郎  16

9:48 春名 充  13 梶 博  18 苛原 稔  19 松浦 良彦  

9:54 吉田 正治  8 鈴木 勝章  11 山田 篤  12 野上 隆敏  16

10:00 片岡 孝一  11 山田 實  15 近藤 治男  16 荒河 忠治  20

10:06 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆

10:12 齋 友文  9 坂野 啓一  15 澁谷 啓治  16 河野 雅美  28

10:18 井上 光郎  16 田蒔 正治  22 太田 晃  23 上田 聡一郎  23

10:24 曽我 哲朗  13 樫原 道治  14 小川 徹  20

時 間 氏    名 HＤCＰ 氏    名 HＤCＰ 氏    名 HＤCＰ 氏    名 HＤCＰ

7:24 荒瀬 誠治  13 麻野 誠一郎  13 木下 浩彰  16 福本 洋治  17

7:30 長江 浩朗  15 重見 文雄  23 宇都宮 正裕  23

7:36 板東 雄二  8 猪野 博保  9 鎌田 周作  9 鎌田 ゆかり  26

7:42 上田 美治  10 香川 和夫  10 森本 訓明  11 元木 義政  17

7:48 領家 忠文  3 中野 昭  13 神例 哲也  14 長野 好晴  20

7:54 德元 博司  18 安藤 道夫  19 中平 晴仁  20 中村 浩子  30

8:00 岡崎 敏明  10 武市 博  12 遠藤 義人  18 正木 博  18

8:06 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆

8:12 廣瀨 斉也  14 宮田 明徳  15 齋賀 洋二  20 益田 忠幸  24

8:18 樫原 弘  12 河原 啓治  16 河野 武夫  16 松原 彰一  17

8:24 原 圭二  2 林 健治郎  8 松本 秀明  11 杣友 厚  15

8:30 齋藤 良也  17 平島 盛雄  20 小川 康博  20 山田 弘志  28

8:36 村尾 実咲  10 桑田 金顯  15 佐々木 誠治  17 中上 健  25

8:42 前山 暎二  4 濵田 耕一  8 山口 吉彦  9 ●

8:48 安井 夏生  15 森 秀司  20 荒瀬 友子  30 横田 成司  30

8:54 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆

9:00 笠井 武  10 香川 秀次  10 森内 昭男  13 坂井 庸良  13

9:06 森 なずな  7 瀬尾 多賀子  10 田中 幸子  18 ●

9:12 森 尚子  16 塚本 慶太郎  22 丸池 隆人  27 髙橋 利雄  30

9:18 佐藤 守彦  17 安宅 祥郎  23 郡 一博  25 西條 極士  27

9:24 松山 浩  13 仁木 雅裕  19 後藤田 信  23 ●

9:30 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆

9:36 村上 修三  5 水主 晋  8 森井 泰生  15 森井 紀之  25

9:42 河野 知弘  17 近藤 彰  17 米田 賢治  18 藤田 泰彦  28

9:48 山内 正雄  9 ● ● ●

9:54 篠野 義秀  11 ● ● ●

10:00 金谷 宙  13 長尾 伊太郎  21 斎藤 正治  24 堀部 芳行  30

10:06 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆

10:12 濱田 忠正  11 山本 伸夫  17 加古 銀次郎  25 ●

10:18 近藤 糺男  16 新井 博和  20 宮本 博  24 ●

10:24 阿部 善孝  9 齋藤 寛  12 折野 勝利  17 辻 和幸  20

10:30 由宇 教浩  9 金村 章  16 早雲 講二  18 八木 康公  20

徳島カントリー倶楽部

１０月３日（日）第1月例杯組み合わせ表

ＩＮ～ＯＵＴ                                              

当日組み合わせが変更になる場合がございますがご了承下さい。

クラブ選手権の為締め切り～
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