
開催日： 2019年11月 6日（水）

アウトスタート コース： ＪＲ内野カントリークラブ

組 スタート 氏    名 氏    名 氏    名 氏    名

1 8:00 岩井田佳代 山村  志真 小坪  理恵 出口  理栄

2 8:07 門司  幸子 瀧下  真弓 東野美揮子 深尾  洋子

3 8:14 平田  雪恵 箕田有里子 秋山  幸恵 宮﨑みどり

4 8:21 牧野  陽子 黒石沙也佳 木村  紀子 隈    朗子

5 8:28 伊藤  初起 藤田ひふみ 西島ひとみ 高木  真理

6 8:35 野田千代美 案浦美由紀 松本美佐江 原田  園美

7 8:42 酒井  純子 平    栄子 中谷  節子 大田ひとみ

8 8:49 伊藤  京子 伊東  志保 白石  洋子 西内  伸子

9 8:56 今村亜希子 宮本  敦子 小濱真理子 杉原  有紀

10 9:03 竹中美由起 好本  弘子 藤木真喜子 峰松  美香

11 9:10 桜木美代子 田中恵美子 岡部美津子 桑野  恵子

12 9:17 岩下千穂子 仁禮  久恵 伊森    愛 渡邊  典子

13 9:24 甲斐田  望 副島多喜子 添田麻由美 青木久美子

14 9:31 田中寿美恵 原    玲子 池田佳與子 吉川  恵美

15 9:38 井川真由美 上塩真澄子 山本  愛美 脇園  幸風

16 9:45 吉村紀代美 長浦  浩子 寺岡  洋子 太田  万記

17 9:52 鳩宿  七映 稲冨寿美江 渋田  未紀 橋本  孝子

18 9:59 山内つむぎ 明瀬  真梨 中村  里美 渡邊  愛莉

19 10:06 金村  玉子 坂平  由美 畠中恵美香 吉本  博子

インスタート

組 スタート 氏    名 氏    名 氏    名 氏    名

1 8:00 平川  洋子 氷室  智子 小野原淑子 長畑  博代

2 8:07 加来  律子 三苫  美保 川野佐智子 永江  貴代

3 8:14 松尾香代子 森田フミ子 倉重トモエ 鐘ヶ江美智子

4 8:21 花田美由樹 木原  美子 土器  禎子 村中  美紀

5 8:28 松永  千晶 今村  陽子 城戸  奈美 北条  千里

6 8:35 北村  佳代 柿添ゆかり 馬場    芽 有本今日子

7 8:42 阿部  育子 出口恵美子 髙野  恵理 浦田  尚江

8 8:49 三浦  早苗 森田  知子 山中安紀子 前山  温子

9 8:56 松岡  史恵 植津  恵子 堀  砂世理 荒巻和歌子

10 9:03 本村  千夏 篠田  ふみ 彦面  莉奈 佐々木夕貴

11 9:10 井口  拓子 橋本  明子 渡辺美智子 馬郡  順子

12 9:17 西田  清香 平山ちえみ 塚本美奈子 城谷  文枝

13 9:24 菊地  恭栄 吉田  成美 天野美和子 末松  明美

14 9:31 山内くみ子 禿  真由美 筒井由貴枝 山村  由美

15 9:38 清田  善子 矢ヶ部智佐子 中村  紀子 冨安  誠子

16 9:45 近藤ますみ 工藤  明美 宮原  稚恵 早麻  理恵

17 9:52 長野  珠美 松尾  和子 牛島ハイディ 宮崎美奈子

18 9:59 田中まゆみ 今村久美子 宮崎まゆみ 布田  純子

注意事項

(1)病気、その他事故等により欠場する場合は、JR内野カントリークラブ(0948-72-3223)に必ず連絡すること

(2)練習ラウンドにおいては、必ず1個の球でプレーすること
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