
組 時間 組 時間 組 時間

1 7:04 平松　千嘉 三間　淳子 ----- ----- 1 7:04 米山　哲也 山岸　貴 米山　博義 諏佐　渉 1 7:04 大滝　仁志 横山　正紀 横山　正紀 -----

2 7:11 渋谷　浩 前川　隆志 曽川　悟 2 7:11 2 7:11 小林　匡 佐藤　康彦 武者　徹 -----

3 7:18 重谷　佳見 荒木　秀雄 佐藤　幸雄 3 7:18 佐久間　直人 佐藤　光則 今井　一彦 細川　淳治 3 7:18 藤澤　周平 松嶋　保 萩野　真太郎 -----

4 7:25 前川　敏志 伊藤　浩 前川　道子 瀬水　貞彦 4 7:25 鬼嶋　宏 高口　洋男 長谷川　文夫 土田　正 4 7:25 渡邉　正雄 坂下　清治 南　祐介 関　進

5 7:32 松村　秀夫 鷲尾　辰弥 佐藤　昌 平山　昭治 5 7:32 長谷川　春義 大倉　春一 渡辺　哲也 木村　隆司 5 7:32 堀川　憲治 堀川　マサ 髙橋　勲 土田　秀夫

6 7:39 小池　泉 渡辺　尚登 横山　修一 ----- 6 7:39 藤山　常宏 小川　幸夫 石田　信利 佐藤　孝博 6 7:39 佐藤　正 ----- 鈴木　憲雄 -----

7 7:46 渡邊　秀明 山田　淳一 佐藤　久也 ----- 7 7:46 ----- 武者　正人 石川　克博 勝島　政治 7 7:46 吉村　寛 二ノ瀬　秋男 相馬　修作 佐藤　良友

8 7:53 佐藤　孝雄 伊井　稔 白井　成三 ----- 7:53 8 7:53 阿部　雄介 近　幸吉 羽田　裕弥 河内　昌彦

9 8:00 竹田　朋子 石倉　智香子 小野　晴美 村井　雅子 8 8:00 苅部　宣輔 五十嵐　千春 近藤　信也 日下　正平 9 8:00 長谷川　良衛 舟山　広美

8:07 9 8:07 櫻井　博之 平田　正美 佐藤　和栄 桜井　一也 8:07

10 8:14 島田　昭彦 長谷川　里志 遠山　辰四郎 ----- 10 8:14 新村　照平 仲山　与志男 田中　哲之 後藤　芳廣 10 8:14 鈴木　実良 大滝　正栄 大滝　弥一

11 8:21 榎本　重利 鎌田　隆 加藤　豊徳 ----- 11 8:21 長　研一 土田　敏文 花野　敏春 平山　勝志 11 8:21 河面　清 佐藤　睦 村井　和摩

12 8:28 菊池　智夫 友田　邦広 村井　昭二 ----- 12 8:28 佐々木　一美 高橋　洋和 森田　薫 石山　雅文 12 8:28 一木　慎太朗 三母　英二 森　春夫 長谷川　仁

13 8:35 佐藤　新一 塚野　哲也 鈴木　一彦 澁谷　正毅 13 8:35 石山　孝也 長沼　正巳 神田　重則 髙橋　誠 13 8:35 原田　建実 深澤　義和 石山　寛良 入山　雄太

14 8:42 新野　朋夫 今井　文夫 佐藤　国仁 山崎　繁 14 8:42 鈴木　正博 松平　弘 吉村　和昭 14 8:42 目黒　学 渡辺　弘志 須貝　眞司 阿部　智徳

15 8:49 山口　浩二 相田　真平 浅川　進 高橋　敦 15 8:49 鈴木　雅之 中川　実 星山　勉 鈴木　太朗 15 8:49 永田　礼義 豊島　哲 佐藤　祐二 上村　博郁

8:56 8:56 8:56

16 9:03 田島　修 須貝　勝栄 古土　省蔵 ----- 16 9:03 佐藤 正吾 平山　恒光 斉藤 文雄 片山　正篤 16 9:03 和田　亮 幸田　明 鈴木　靜雄 島津　光明

17 9:10 園邉　三郎 宮澤　喜三郎 長谷川　雅宏 若井　邦夫 17 9:10 坂井　貴子 小島　由美子 相澤　理恵 髙橋　マサミ 17 9:10 天木　正史 佐藤　義広 井上　大輔

18 9:17 生居　慎司 井上　伸一 長谷川　正義 坂井　良夫 18 9:17 高橋　賢一 高橋　聡 横井　賢 18 9:17 鈴木　英雄 宮崎　秀一 藤川　圭次郎 -----

19 9:24 金子　雄次 山口　洋三 遠藤　正美 髙野　洋一 19 9:24 佐藤　智之 佐藤　博文 東　睦夫 平山　孝 19 9:24 中野　久士 山本　良子 山本　真一 -----

20 9:31 古山　勝 岩﨑　敦夫 安部　昌明 安部　善光 20 9:31 間　和彦 花野　俊夫 阿部　良夫 香野　孝 20 9:31 桐生　繁喜 榊　茂喜 -----

21 9:38 遠田　克弘 遠田　満 伊藤　恭広 21 9:38 高橋　和義 増井　名一郎 髙橋　秀行 ----- 21 9:38 渡部　三明 安部　昌晴 木村　誠 相田　叔昭

更新

10月度月例杯組合せ
2021年10月24日

2021年10月18日

西 中 東

※随時更新いたしませんので、ご確認等は直接ゴルフ場へお問い合わせください。


