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

7:24 福本  茂行 3 北島  邦雄 7 相原  宏文 8 清田　一夫 17

7:30 森内  昭男 13 鎌田  光二 13 杉本  尚久 17 斉藤  彰 18

7:36 上田  美治 10 香川  和夫 10 森本  訓明 12 元木  義政 17

7:42 大島  隆志 18 安藤  道夫 19 德元  博司 18 中村  浩子 30

7:48 板東  雄二 8 猪野  博保 9 久保  昭 12 鎌田  ゆかり 26

7:54 竹原  英介 10 河原  啓治 16 松原  彰一 17 遠藤  義人 19

8:00 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆

8:06 堀  正人 8 中川  勝喜 11 中川  浩志 22 近藤  雅樹 24

8:12 岡崎  敏明 10 宮田  明徳 15 齋賀  洋二 20 益田  忠幸 24

8:18 前山　暎二 4 濱田  耕一 8 小山  博久 8 山口  吉彦 9

8:24 山橋  光 11 武知  秀行 12 喜多  順三 20 森元  和也 20

8:30 堀井  俊佑 6 湯浅  明男 9 露田  一翔 10 久米  陽一 16

8:36 落合  一之 0 東道  和仁 2 坂井  邦彦 5 新居  健一 14

8:42 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆

8:48 小島　聖 8 佐藤　正毅 20 増田  裕 22

8:54 清家　矩彦 5 中西  嘉昭 5 市原  匡 14 長谷川  章公 24

9:00 賀上  尊夫 17 松原  健士郎 22 山口  浩志 30 渡辺  正一 30
9:06 山本  聖司 10 元廣  武志 17 坂田  照茂 18 港  忠徳 20
9:12 横井  光紀 8 岩田  義晴 11 河村　大二朗 25 丸池　隆人 28

9:18 田邉  康男 14 岡本  眞一郎 29 原田  直 30 丸岡  信治

9:24 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆

9:30 大東  啓二 20 齋藤  利廣 22 阿部  正 25 吉岡  一郎 29
9:36 三野  洋次 7 北村  千昭 8 浜尾  治 11 山田  泰之 13
9:42 吉盛  昭 11 山本  秀樹 11 弦元  昌幸 16 大塚  智計 21
9:48 片岡  孝一 11 湊  省 13 古出  雄三 15 ●
9:54 金村  章 16 近藤　治男 16 水井  研治 29 ●
10:00 坂野  啓一 15 平野  隆司 21 坂野  由起 27 ●
10:06 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆
10:12 樫原  道治 14 上田  聡一郎 23
10:18 山口  直哉 22 庄野  輝秀 25 小川  康博 ●
10:24 小西  城二 18 藤川  卓司 18 尾崎  好秋 20 佐野  義行 26

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

7:24 領家　忠文 3 中野　昭 13 浅井  登 25 田村  励治

7:30 大西　義文 19 守野　英明 22 高木  将樹 22 木下　弘 30

7:36 村田　浩司 10 田﨑  登 17 土内  彰 23 犬伏  悟 30

7:42 日下  雅史 9 賀上  也寸志 10 四宮 正美 13 四宮  源市 17

7:48 河野  仁 5 谷  真澄 16 麻植  優樹 16 中島 佳文 30

7:54 守野  英樹 16 石橋  哲朗 18 大津  裕哉 21 大上 善弘 26

8:00 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆

8:06 永松  弘 12 米田  薫 22 米田  明子 23 井戸  隆 30

8:12 山中　義一 9 朝田  祐由 9 酒井　恒夫 16 朝田  恵美 18

8:18 森本　栄二郎 14 吉川　史朗 19 粟飯原  得善 22

8:24 原　圭二 3 林　健治郎 8 梶田　康 13 杣友  厚 15

8:30 森  秀司 20 山口  貴功 25 曽根  佳世子 29 荒瀬  友子 30

8:36 荒瀬  誠治 13 曽根  三郎 15 安井  夏生 15 横田  成司 30

8:42 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆

8:48 團  博文 13 辻  雅士 14 福永  明広 16 南  定 20

8:54 徳野  秀子 9 瀬尾  多賀子 10 田中  幸子 18 ●

9:00 巽  勇人 9 沼田  弘治 10 森本  賢治 10 浦  浩司 30

9:06 富永　浩治 19 仁木  雅裕 20 髙橋  利雄 30 後藤田  信 30

9:12 森　尚子 16 佐藤  守彦 17 塚本  慶太郎 25 西條  極士 27

9:18

9:24 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆

9:30 内藤  節雄 11 山田  茂人 16 伊藤  洋治 28 三谷  郁彦 30

9:36 尾上  一昭 12 清水  晴絵 28 庄野  晃隆 ●

9:42 森  大二 18 長尾 伊太郎 21 青木  一夫 28 ●

9:48 吉本　昭仁 6 新居  和洋 8 小浜　孝彦 9 川上　鋭二 12

9:54 河野  知弘 17 近藤  彰 17 米田  賢治 18 藤田  泰彦 28

10:00 古金　芳朗 10 柿田  秀明 20 伊川　正浩 25 長谷川　克規 30

10:06 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆ 　　　　◆

10:12 岡  明彦 20 坂東  大 21 岡田  隆 23 岡  友貴 30

10:18 騎馬  崇裕 18 森本  実延 18 坂東  良一 26 藤本  雅信 29

10:24 板東  一宏 18 高瀬  尚則 22 中田  寛志 28 田尾 公生 30

５／９（日）第2月例杯A・B組合せ表

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。

徳島カントリー倶楽部

令和３年５月８日現在


