
№1

 【 赤 ➡ 青 ➡ 黄 】

赤 古川GG 堀江一真会 悠　　友 ワイルドﾎﾞｱｰｽﾞ ウエルピア 松前ひまわり とべスマイル

1 浅井加代子 石丸十三子 山本チトセ 天野　宏二 乗松　豊一 岡田　　力 宮本　敏夫

赤 荏原体協 古川GG 古川GG 堀江一真会 悠　　友 ワイルドﾎﾞｱｰｽﾞ ウエルピア とべスマイル

2 井手　美晴 向井　直美 植田　忠英 石丸　美子 山本　　恵 坂田　俊明 竹田　春吉 福井　正則

赤 荏原体協 堀江一真会 ワイルドﾎﾞｱｰｽﾞ 伊予GG ウエルピア 松前ひまわり とべスマイル

3 菊池ちづ子 野本　安男 宮内　　博 牧　　富一 森内　利秋 仙波　恵子 黒田　博司

赤 荏原体協 桑原GG 古川GG 堀江一真会 悠　　友 ワイルドﾎﾞｱｰｽﾞ 松前ひまわり とべスマイル

4 石橋　　久 近藤　義正 大西　和信 岩永　正明 山本　聿子 長岡美代子 遠富　正隆 宮本チズ子

赤 桑原GG 古川GG 堀江一真会 ワイルドﾎﾞｱｰｽﾞ 伊予GG ウエルピア 松前ひまわり

5 竹内キクヨ 古泉　信治 道下　哲夫 坂田　文子 和田　祥輔 仲島　勇雄 富永　敏男

赤 荏原体協 桑原GG はれるか 堀江一真会 ウエルピア とべこすもす とべスマイル

6 菊池　一夫 坊城　伊一 山本須美子 三浦ナツ子 真藤　政勝 日野　和美 野本　和清

赤 いとすぎGG ジョイグリーン 山越八千代 雄郡体協 悠　　友 ウエルピア とべこすもす

7 大北　数義 小松　忠行 河端　弘子 戒能　咲子 広川　　進 矢野ますい 山口　　勇

赤 いとすぎGG ジョイグリーン はれるか 堀江一真会 伊予GG ウエルピア とべこすもす

8 青木　貞記 浜村　澄夫 北森　芳雄 光宗　久徳 和家洋一郎 徳野久仁子 山口　紀代

 【 青 ➡ 黄 ➡ 緑 】

青 いとすぎGG ジョイグリーン 堀江一真会 山越八千代 雄郡体協 ウエルピア とべこすもす

1 大下　　等 津国　　靖 三瀬　　保 荒木　京子 荻山　延子 大西　順子 三田　幸男

青 ジョイグリーン 東石井GG 堀江一真会 宮前GG 山越八千代 雄郡体協 ウエルピア とべこすもす

2 石丸　貞雄 荒岡富美子 西田　雅子 大浦　弘司 藤本　忠光 高岡日出男 森内　洵子 武安　正義

青 いとすぎGG ジョイグリーン 古川GG 堀江一真会 ウエルピア 松前ひまわり とべスマイル

3 門屋　　桂 台野　茂利 重岡　薫郎 三好竹二郎 仲島　京子 野村　政一 藤田　安子

青 いとすぎGG 荏原体協 桑原GG ジョイグリーン 古川GG 堀江一真会 ウエルピア 松前ひまわり

4 井上　恵子 樽茶ミヤ子 渡部　　進 菅　　嘉照 向井　哲也 忽那　朝夫 真藤喜美子 三好　一雄

青 いとすぎGG 荏原体協 桑原GG SAMURAI 生石GG ジョイグリーン 堀江一真会

5 片岡美千代 篠原　孝三 渡部　　栄 水谷　曙美 岡田　勝身 永井　耕作 大場　　久

青 いとすぎ 荏原体協 桑原GG ジョイグリーン 堀江一真会 伊予GG 松前ひまわり

6 川端　道夫 山口　定雄 三好　康治 渡部智美恵 道下　英子 大西　勝洋 西岡　晴美

青 いとすぎGG 荏原体協 桑原GG 坂本GG ジョイグリーン 古川GG 松前ひまわり

7 塩出　　栄 渡部　恭弘 松永誠一郎 兵頭アヤ子 谷崎　　生 油野　厚子 三好トキ子

青 居相GG 市坪GG がんばろう 桑原GG 坂本GG 生石GG とべこすもす

8 越智　淳一 森川　東一 佐藤　　信 西山スミ子 林　　昭夫 吉村　征夫 山下　典子
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赤 コース

青 コース



№2

黄 居相GG 坂本GG 生石GG しらさぎ 堀江一真会 宮前GG とべこすもす

1 玉井　洋子 野中　千秋 有本　克介 絹笠彦三郎 得居　浩司 田中　理子 中谷　　勲

黄 アイリスGG 居相GG 市坪GG いとすぎGG 荏原体協 がんばろう 東石井GG 宮前GG

2 宇津見明子 二宮　正親 西村　裕治 野本　尚章 大西　道弘 荒木　正勝 和田　俱子 白方恵美子

黄 居相GG 市坪GG いとすぎGG 荏原体協 がんばろう 桑原GG はれるか

3 堀川　満幸 五島　　恒 畑中　俊三 二宮　美鈴 黒河八重子 八木　道男 竹田　和人
　

黄 居相GG 市坪GG 荏原体協 がんばろう 桑原GG ジョイグリーン はれるか 宮前GG

4 玉井　　功 池田　耕治 松本ナナ子 百合田紀子 兵頭　和昭 石丸　啓子 佐々木髙雅 本田　建明

黄 アイリスGG いとすぎGG 荏原体協 がんばろう 谷町GG 東石井GG 雄郡体協

5 野中　輝彦 三川　龍夫 渡部　靖子 坂本　時枝 小川　重仁 大西　康夫 池山　清司

黄 アイリスGG いとすぎGG 荏原体協 がんばろう ジョイグリーン 東石井GG 雄郡体協

6 渡部　義博 宮内　　晃 山口　祐子 富岡　禮子 永井富有子 横山　勝敏 竹本　勝

黄 アイリスGG いとすぎGG 荏原体協 坂本GG 谷町GG 垣生GG 東石井GG 山越八千代

7 野中　良子 田房　幸子 安永みどり 光田　　洋 山田与利男 高吉　勝志 宮内　英俊 曽田　幸二

黄 アイリスGG いとすぎGG 谷町GG 垣生GG 東石井GG 山越八千代 雄郡体協

8 宇津見愛光 藤田ヨリ子 小川　桂子 菅　　幸雄 荒岡　正三 市川　公博 村上　裕之

 【 緑 ➡ 赤 ➡ 青 】

緑 市坪GG クローバー 坂本GG 谷町GG 垣生GG 山越八千代 雄郡体協

1 本田ルリ子 井上　　晃 野中　　修 大沢　公子 菊地　宗伸 渡部　昌弘 宮脇　桂子

緑 いとすぎGG 桑原GG クローバー ジョイグリーン しらさぎ 宮前GG 山越八千代 雄郡体協

2 松岡　　萌 渡部　康夫 和田　和成 谷崎　尚美 大野　君夫 岡本　史郎 宮本　　一 池山　芳子

緑 アスパラGG 桑原GG 清水GG 高　　磯 宮前GG レインボー 福　　寿 東温すみれ

3 野中　庄記 高岡　　繫 両村　秀典 玉井　秀雄 越智　節雄 増田美知子 管　　偕子 八塚　常子

緑 坂本GG SAMURAI 生石GG 古川GG 古川GG 宮前GG 松前ひまわり 松前ひまわり

4 光田　　通 松田　博勝 古屋　勝美 重岡　尚美 山本　雄三 元木　　稔 三好　博美 八束　眞伍

緑 坂本GG SAMURAI 高　　磯 宮前GG レインボー 福　　寿 東温すみれ

5 竹内　茂樹 村上　幸正 二宮百合子 山下　文明 増田　　肇 徳田　　弘 束村　信子

緑 アスパラGG 市坪GG 桑原GG クローバー 清水GG しらさぎ 雄郡体協

6 野中マユミ 池田多恵子 矢野　楽三 永野　隆夫 鵜久森　忠 清水　和孝 竹本　政子

緑 アイリスGG 谷町GG 垣生GG 堀江一真会 味酒体協 山越八千代 伊予GG とべこすもす

7 渡部　愛子 池見タエ子 土屋　武彦 松田　秀男 大塚　桂子 稲葉　修平 渡部　武男 明星　節夫

緑 居相GG 生石GG ジョイグリーン ジョイグリーン はれるか 東石井GG 宮前GG

8 合田　　弘 三好佐知子 明賀　政美 小松　友恵 大野　　彰 宮内　忠實 白石　　隆

コ ー ス 別 ス タ ー ト 表

【 黄 ➡ 緑 ➡ 赤 】黄 コース

緑 コース
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