
第3回　日田市長杯ゴルフ大会組合せ表

81名 82名
順 スタート 氏　名 地　区 氏　名 地　区 氏　名 地　区 氏　名 地　区 順 スタート 氏　名 地　区 氏　名 地　区 氏　名 地　区 氏　名 地　区

1 7:30 1 7:30

2 7:37 梶原行治 天瀬 岩下末人 天瀬 小野智史 天瀬 小野裕政 天瀬 2 7:37 上野桂 咸宜 中島一貴 西有田 梶原啓太 光岡 末松誠 三芳

3 7:45 和田浩史 光岡 井上博昭 中津江 小田明範 天瀬 3 7:45 西尾雅之 高瀬 江藤翼 高瀬 川浪将司 桂林 大内康裕 日隈

4 7:52 佐藤真昭 夜明 判田剛 夜明 太郎良誠一 夜明 古賀和男 夜明 4 7:52

5 8:00 佐藤真頼 夜明 市尾鉄也 桂林 原大介 夜明 藤田正樹 大鶴 5 8:00 松本祥一 中津江 財津辰也 桂林 赤尾政明 日隈

6 8:07 中村有記彦 西有田 水城求 咸宜 貞清教親 咸宜 江田一雄 光岡 6 8:07 小野公一 三花 佐藤文雄 三花 小野稔幸 光岡 合谷和久 大山

7 8:15 7 8:15 中野照行 三芳 梶原英幸 若宮 笹倉教弘 光岡

8 8:22 8 8:22 原泰治 咸宜 甲斐圭介 五和 中島卓 天瀬

9 8:30 9 8:30

10 8:37 10 8:37

11 8:45 11 8:45

12 8:52 財津和信 東有田 後藤洋一 東有田 後藤博之 東有田 武内三郎 西有田 12 8:52 川辺功 大山 武内二一 光岡 原隆次郎 咸宜 坂井弘吉 桂林

13 9:00 長尾哲男 東有田 高倉治忠 東有田 後藤琴也 東有田 後藤勝 東有田 13 9:00 梶原信幸 咸宜 佐藤治 咸宜 樋口智彦 咸宜 伊藤希優 桂林

14 9:07 佐藤佐枝子 東有田 佐藤顕宏 東有田 木下伸二 東有田 佐藤眞吾 東有田 14 9:07 三笘真依子 三花 江藤孝実 咸宜 佐藤亮 咸宜 矢野雅史 日隈

15 9:15 山口尚幸 西有田 中嶋清 西有田 井上好明 西有田 佐原和弘 西有田 15 9:15 廣田義文 高瀬 加藤幸則 高瀬 安心院祥三 高瀬 宮崎美具 高瀬

16 9:22 武内英明 光岡 新田展人 光岡 田中義徳 光岡 樋口純一 光岡 16 9:22 森脇祐治 桂林 高倉聡 光岡 森脇留美 桂林 深野奈緒 咸宜

17 9:30 矢羽田篤 大山 藤本学 咸宜 高瀬敬俊 小野 南朋幸 若宮 17 9:30 立花繁広 三花 立花勇人 三花 佐藤秀一 三花

18 9:37 矢幡文義 大山 中嶋繁 大山 森和恒 大山 梅原正行 大鶴 18 9:37 河野通介 三花 宮本武士 三花 新貝勇 三花 鎌倉芳明 三花

19 9:45 朝井隆利 大山 矢羽田浩昭 大山 中嶋英明 大山 中嶋宏 大山 19 9:45 用松秀光 三花 野田浩 三花 森山一宏 三花

20 9:52 宮崎信二 五和 渡辺晴美 若宮 田嶋篤 朝日 小山公一 咸宜 20 9:52 松原圭一朗 大山 中嶋正則 大山 北山俊一 大山 河津貴美義 大山

21 10:00 梶原元通 五和 江原克彦 五和 安岡悦治 五和 宮崎桂一 五和 21 10:00 笠原晃裕 光岡 井上順哉 咸宜 江口数馬 大山 江田和孝 日隈

22 10:07 岡田忠重 光岡 安養寺和久 高瀬 堤博昭 咸宜 山本友紀 若宮 22 10:07 東雲啓祐 三芳 矢幡幸治 光岡 志谷隆弘 光岡 千原英之 咸宜

23 10:15 吉野祐之 咸宜 田中裕司 咸宜 森山剛 咸宜 小林祐志 咸宜 23 10:15 末武勇平 咸宜 末武浩平 光岡 川浪鋭司 桂林 三苫人 光岡

24 10:22 宮崎正行 五和 五反田利幸 若宮 池田康夫 日隈 矢幡保 光岡 24 10:22 小池将光 日隈 諌本源太 咸宜 石井章大 咸宜 伊藤干樹 咸宜

25 10:30 森山保徳 若宮 栗田義文 若宮 坂本亮一 咸宜 高野寿宏 若宮 25 10:30 宮野大樹 三芳 一ノ宮哲也 三芳 梅山由紀子 三芳

26 10:37 諌本憲司 三花 長野次郎 日隈 宇都宮浩一 若宮 26 10:37 梅山務 三芳 長岡宏典 三芳 金子龍義 三芳 宇野裕治 三芳

27 10:45 伊藤敏夫 西有田 森山憲一 桂林 石松寛善 光岡 27 10:45 山田教明 日隈 尾篭英樹 咸宜 黒木泰二 日隈 鬼塚裕司 光岡

【大会日】　令和４年　１１月２３日（祝）  【競技方法】１８ホール、ストロークプレー（休憩あり）

【会場】　　天瀬温泉カントリークラブ 　【表彰】   ダブルペリア部門、グロス部門

OUTスタート INスタート

～64 レギュラー 65～69 シニア 70～ グランドシニア レディース

総参加者数： １６３名


