
２０１５年３月３日(火)
市原京急カントリークラブ

コーライグリーン ＰＡＲ７２

男性：ﾚｷﾞｭﾗｰﾃｨ(白) ６,１７５Ｙ ／ 女性：ﾚﾃﾞｨｽﾃｨ(赤) ５,４０３Ｙ
<敬称略>

ｽﾀｰﾄ時間

1 杉田 智 渡辺 鋭三 稲村 幸太 8:00 吉田 義次 塩野入 秀和 山田 潤一 高橋 正夫 1

2 池和田 次郎 大槻 純一 鎌江 文三 明間 高遠 8:07 斉藤 公義 鈴木 有吾 佐藤 匡敏 友松 修 2

3 富倉 正 高橋 正也 佐野 五郎 林田 謙司 8:14 河野 晶 伊藤 誠 野田 義明 小森 健一 3

4 鈴木 庄吾 堀田 定男 鈴木 昭二 関 光彦 8:21 宮内 靖規 中村 泰明 杉本 敏也 三澤 八郎 4

5 小澤 繁彦 正岡 弘明 横川 清 高橋 準三 8:28 宍戸 迪武 平野 述彦 福島 正晴 吉村 功 5

6 池上 厚二郎 野村 信雄 鹿野 重信 吉永 瑞樹 8:35 武田 佳奈美 内田 久美子 中川 美保子 6

7 平原 浩二 平原 真紀 朝見 仁 高橋 信一 8:42 柏熊庸良 盛根 久美子 立花 美枝子 楠本 弘枝 7

8 山本 進悟 松野 健二郎 伊藤 彩 山本 真由美 8:49 片岡 澄江 古内 泰弘 加藤 和夫 濱田 秀美 8

9 富田 義幸 浅見 素夫 山路 健介 8:56 石井 徹 桑田 義徳 平山 髙司 久我 敏昭 9

10 百地 巧 百地 弘美 加藤 恭子 中川 君子 9:03 江原 清治 菅原 國男 一ノ瀬 ふみ子 相馬 由佳 10

11 田井村 和俊 吉永 賢 鳴嶋 源一郎 廻谷 秀明 9:10 杉田 宏明 岩淵 功 平林 恒信 安藤 一彦 11

12 坂東 攻 福山 茂 佐藤 壮司 9:17 白崎 啓治 白崎 美恵子 高梨 美幸 高梨 昌浩 12

13 田中 幸子 柄原 浩司 小田 益子 対馬まり 9:24 張替 健一 岡田 秀俊 金原 清一 国本 茂雄 13

14 高橋  祐一 浦郷 親義 大杉 学 竹久 保信 9:31 石塚 二三男 前田 浩 松田 義照 深井 正人 14

15 土井 成秀 加藤 栄治 河西 民次 野町 直弘 9:38 岡弘 盛孝 西村 浩三 加藤 啓次 葛西 正利 15

16 石川 浩司 木村 直滋 待井 孝治 9:45 中本 昇次 門間 次郎 小谷 誠次 16

17 木村 めぐみ 小川 和洋 箕輪 義夫 9:52

（注）この組合せは諸事情により、変更することがあります
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