
2020年度　開場記念
8月2日

スタートホール スタート時間 カートNo. スタートホール スタート時間 カートNo.

12:30 50 高嶋 裕子 山本　智恵子 有馬　光希 12:30 69 千代谷 幸寿 井上 誠一 井上 公司

12:36 51 滝口 勝 架田 義旦 長井 孝 木本 春夫 12:36 70 吉川 隆文 源通 勝 加藤 隆三 寺口　佳孝

12:42 52 任 徳茂 任 徳発 舟山 武志 田島 慶大 12:42 71 石部 達也 池田　圭治 柏崎　真弥

12:48 72 稲場 ゆかり 和田 佐知子 寺口 貴子 加藤 祐華

12:30 53 鈴木 保 掛場 正 石坂 實 石坂 みどり 12:30 73 馬場 康博 出口 絢一 植平 有治 工藤 知伸

12:36 54 大沢 淑明 鷲塚 紀夫 伊藤 利夫 森 浩 12:36 74 岸 成彦 田中 伸一 村上 達哉 島田 康伸

12:30 55 松野 和彦 阿部 義夫 入野 満 浅田 孝之 12:30 75 横野 英雄 寺山 政光 福地　智恵子

12:36 56 小関 孝博 朝野　重充 的場 孝志 小尾　栄彦 12:36 76 泉　友洋 村田　朋加 本間 克也 藤原 和久

12:30 57 進藤 壽一 西森　善克 藤江 光男 松井 五十二 12:30 77 福田 修二 畠山 五郎 明石 利夫 村上 勇

12:36 58 長谷川 昌幸 沼崎 彰 滝山 義之 12:36 78 江夏 秀則 川村　寿裕 河上 哲 潮 日出夫

12:30 59 神 幸博 児玉 巌 植西 みどり 植西 清 12:30 79 小路 広幸 川上　豊廣 垣見　英明

12:36 60 澤田 敏彦 古川 賢 古川 麻哉 山田　英詔 12:36 80 伊勢谷　尚史 工藤　祐輔 相澤　弘昌 西本　大樹

12:30 61 石崎 隆一 石崎 弘子 一条 広美 一条 邦彦 12:30 81 松田　信久 中島　弘貴 佐々木 通

12:36 62 寺崎 明子 濁沼 すみ子 濁沼 一三 佐藤 サチ子 12:36 82 青木 寿文 水野　泰宗 衡田 大希

12:30 63 大塚 欣也 伊藤 新平 津田 一正 熊林 勇 12:30 83 吉尾 悟志 前 利政 若林 典倫 西村 公艶

12:36 64 大久保 照夫 吉田 栄一 川本 英之 宇羅 清 12:36 84 小笠原 功 遊佐 直樹 松本　浩行 柴田　周一

12:30 65 秋島 和彦 吉良 徹 柳渡 民明 生駒 光宏 12:30 85 原 久人 近江谷 秀昭 新庄 隆男 小髙 勉

12:36 66 岩佐 英樹 朝野 源吾 佐々木 秀吉 半田 一彦 12:36 86 阿部　尚也 黒川 直樹 長谷川　充 横尾　泰輝

12:30 67 山口 貞一 野崎 貢 小林 章一 佐々木 勇二 12:30 87 飯島 弘泰 藤原 保 伊東 弘至 今野　伸二

12:36 68 佐々木 徹雄 金田 和鐘 松本 神一 松原　広幸 12:36 88 外﨑 裕二 小関 聖人 堀川　　健 浅野 晃弘
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