
OUT Tee-Off I N Tee-Off

1 7:00 1 7:00

2 7:07 2 7:07

3 7:15 3 7:15

4 7:22 4 7:22

5 7:30 5 7:30

6 7:37 6 7:37

7 7:45 7 7:45

8 7:52 8 7:52

9 8:00 9 8:00

10 8:07 10 8:07

11 8:15 11 8:15

12 8:22 12 8:22

13 8:30 13 8:30

14 8:37 14 8:37

15 8:45 15 8:45

16 8:52 16 8:52

17 9:00 17 9:00

18 9:07 　椙山　孝夫 18 9:07

19 9:15 19 9:15

20 9:22 20 9:22

21 9:30 21 9:30

22 9:37 22 9:37

23 9:45 23 9:45 　新村　勝盛 　宮本　秀男 　坂本　美瑛 　田本　光治

24 9:52 　石川ひろ子 　門井　絹江　 　大村　文子 　山崎　照子 24 9:52 　栗原　順臣 　菊地　　栄 　関口　盛雄 　深谷　　滋

25 10:00 25 10:00

26 10:07 26 10:07 　福士十三夫 　菊地　広義

※　　参加者数　 ２０８人 7月8日更新

　市原　達良 　柳原　敏明 　神林　昌夫

　木田　周平　松田　明悦 　松田紀美代 　川口　博幸 　久和みゆき 　白石　　通

　相島  秀一

　七島美奈子 　岩渕　幸子 　草間しげ子 　高久美知子

　坂尾　義雄 　古畑　則男 　福本　　稔 　窪田　義春

　安川　　努 　石川　　隆

　海老沢一彦 　大久保博基 　大山　智史 　和泉田晴男 　宮本　正樹 　下田　貴志 　石山　敏樹 　鈴木　　忍

　吉田　崇秀 　益子　嘉員 　井上　正治 　宮本　昌典 　松尾　良尚 　中橋　邦昌

　牧島　勝彦 　脇坂　　徹

　五月女　毅 　高野喜市郎 　高野　　健 　竹内　昌枝 　石川　義彦 　小林　俊介 　佐藤　　熙 　佐藤　　慧

　鈴木　則雄 　飯泉　省三 　吉場　　勉 　那須　　亀 　路川　俊男 　根本　　武

　斎藤　　貢 　根本　成一

　稲見　義弘 　猪瀬　　勉 　広瀬　静男 　東原　利行 　中島　道規 　小又　英雄 　大竹　　薫

　関　　正之 　山口　一雄 　久松　秀夫 　久松　和美 　飯竹　泰助 　佐藤　　満

　高津　三郎 　飯塚　　章

　藤　　亮太 　藤　　　愛 　雨田　二郎 　塚本　武司 　東原　撤生 　中村　由行　 　久保田秀男 　長坂　敏明

　小島　一夫 　桑田　　武 　矢口　　誠 　飯島不二夫 　銭谷　利宏 　沢辺　　稔

　鳥海　清一 　根岸　浩司

　飯島　辰雄 　安蔵　孝至 　阿部　良彦 　中山　　正 　相澤　和男 　椎葉　美敏 　加藤　義昭 　熊谷　啓二

　小野　　進 　陳国　　亮 　中村のぶ子 　鈴木キエ子 　塩沢　信行 　福田　　悟

　川上　靖弘 　谷　　貴幸

　嶋田　和夫 　日下部京子 　樫村　美琴 　丹羽　修一 　横田　光男 　小林　正夫 　小川　勝也 　中山　有久

　宇野　安信 　池田　幸次 　袋野　正樹 　五十嵐祐一 　小林　征美 　小林美佐子

　蛯名　佑樹 　阿部慎之介

　関口　正浩 　酒井　　上 　広瀬絵美子 　橋本　友代 　岡野　忠雄 　小田倉　宏 　坂入　清宣 　高野　愈己

　末永　長栄 　大久保憲男 　番場　正明 　高野　一成 　相澤　　東 　高野　培美

　横山美余子 　根本　弘美

　三輪　二夫 　柳橋　一之 　柳橋　英子 　高野　二男 　飯泉　光夫 　川田　忠男 　桜井織之助 　清本　悦男

　高木　勝彦 　小野健太郎 　加藤　信行 　加藤　啓子 　大場　力夫 　栗山　裕秀

　中川　　正 　久松　隆夫

　平津　　茂 　平津　春美 　柳橋　弘之 　菊地まり子 　飯塚　　一 　飯塚　裕平 　飯塚　新一 　高根沢一也

　宮本　一成 　木村　米造 　荒井　　勝 　田中　　勇 　市村　淳司 　植村　　正

　八月朔日君夫 　ジャン・ウィ

　富山　隆雄 　仲川　廣一 　宮本　丈男 　七島　正勝 　長谷川敏之 　日辻　和男 　柏木　尚吾 　白沢　昌樹

　栁橋　隆純 　冨田　泰彦 　宮崎　重信 　松本　幸也 　菅谷　和秀 　伊藤　麻夫

　坂田清代美 　下村　　正

　栁橋　正章 　栁橋　智之 　坂入　利子 　栁橋　成一 　小野　広道 　富永　文彦 　福住　仁志 　佐藤　　明

　松本　和樹 　岡野　　満 　高谷　誠人 　鈴木　　栄 　住吉　英志 　霜崎　和孝

第２５回つくば市民ゴルフ大会 （令和４年７月２２日） スタート表 場所　　霞ヶ浦国際ＧＣ

氏     名 氏     名 氏     名 氏     名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名


