
徳島県シニアゴルフ選手権競技　兼四国シニアゴルフ選手権競技徳島県予選

OUTスタート INスタート
組 氏　　名 1R 所　属 氏　　名 1R 所　属 氏　　名 1R 所　属 氏　　名 1R 所　属 ｽﾀｰﾄ時刻 組 氏　　名 1R 所　属 氏　　名 1R 所　属 氏　　名 1R 所　属 氏　　名 1R 所　属

やまもと　くにはる みやうち　みねお はら　さだお しんがい　ひでゆき みき　たけふみ こんどう　こうじ つきおか　やすのり ふじおか　しんじ

1 山本 国治 83 東徳島
4
3宮内 峰雄 83 西徳島 原 貞雄 83 東徳島

41

新開 秀幸 83 西徳島 8:00 1 三木 武文 83 西徳島
46

近藤 浩二 83 西徳島
47

月岡 靖憲 83 東徳島
48

藤岡 伸二 84 東徳島

いが　ひろゆき さだの　まさよし やまだ　けんじ くにおか　けいじ いせ　めぐむ ひらの　こうじ いのうえ　なおき ふじしろ　たかし

2 伊賀 博之 83 御所ＣＣ
3
9貞野 昌良 83 西徳島 山田 賢二 83 御所ＣＣ

37

國岡 恵治 83 西徳島 8:07 2 伊勢 恵 84 鳴門ＣＣ
50

平野 浩司 85 四国ＣＣ
51

井上 直樹 85 東徳島
52

藤城 俊 85 鳴門ＣＣ

まつだ　しげのぶ はま　しょうぞう よしだ　しげる ひらもと　こういち ふじさか　さとし にしたに　ひろふみ いかわ　ひろし なかやま　たけあき

3 松田 重信 82 月の宮
3
5浜 昭造 82 Ｊクラシック 吉田 茂 82 御所ＣＣ

33

平本 耕一 81 東徳島 8:14 3 藤坂 智 85 西徳島
54

西谷 文裕 85 四国ＣＣ
55

井河 広志 85 阿南ＣＣ
56

中山 武昭 85 眉山ＣＣ

さかた　みきお くすもと　まさし まない　じゅんいち とみなが　きよみつ きりなか　とみひろ にいみ　いさお いちおか　おさむ いけもと　たくみ

4 坂田 幹夫 81 眉山ＣＣ
3
1楠本 正志 81 レオマ高原 真井 純一 81 御所ＣＣ

29

富永 清充 81 四国ＣＣ 8:21 4 切中 富広 86 四国ＣＣ
58

新見 功 86 御所ＣＣ
59

市岡 治 86 月の宮
60

池本 巧 86 月の宮

たむら　けいじ たかぎ　まさし あわた　まさる ふじわら　けいじ きたおか　まさなお まさき　かおる おかだ　ひろし ながせ　としゆき

5 田村 啓二 81 西徳島
2
7高木 政司 81 Ｊクラシック 粟田 勝 80 吉野川

25

藤原 啓二 80 レオマ高原 8:28 5 北岡 正直 87 西徳島
62

正木 薫 87 Ｊクラシック
63

岡田 弘 87 西徳島
64

長瀬 敏行 87 四国ＣＣ

はたおか　こうじ かげもと　いつお やまぐち　やすのり はまぐち　よういち しげた　あゆむ ひらき　やすじ なかの　かんじ いまがわ　ともひさ

6 畑岡 孝治 80 東徳島
2
3影本 透男 80 御所ＣＣ 山口 泰範 80 東徳島

21

浜口 洋一 80 眉山ＣＣ 8:35 6 重田 歩 87 阿南ＣＣ
66

平木 保二 87 眉山ＣＣ
67

中野 寒次 87 四国ＣＣ
68

今川 智久 87 御所ＣＣ

みき　たかよし かしお　かずき かまだ　のぼる にしうち　こういち しのはら　ゆたか おおいし　みつぐ かわち　みゆき たかみ　たけし

7 三木 孝美 80 レオマ高原
1
9樫尾 一輝 80 西徳島 鎌田 昇 80 Ｊクラシック

17

西内 宏一 79 Ｊクラシック 8:42 7 篠原 豊 88 西徳島
70

大石 貢 88 眉山ＣＣ
71

河内 幸 89 西徳島
2

高見 武志 89 御所ＣＣ

にしうら　えいお いちのみや　しげゆき こたに　ひろし ますたに　こうざぶろう きむら　よしたか なかたに　よしたか のなか　やすお きむら　たけし

8 西浦 鋭雄 79 東徳島
1
5一ノ宮惠敬 78 阿南ＣＣ 小谷 博 78 御所ＣＣ

13

増谷光三郎 78 月の宮 8:49 8 木村 義孝 89 東徳島
74

中谷 義孝 89 四国ＣＣ
75

野中 保男 90 月の宮
76

木村 猛 90 鳴門ＣＣ

はやし　しげる あべ　よしひろ なかにし　ひでき おざき　ゆきお こんどう　みつひろ たまがき　はじめ たおか　よしあき ほんだ　ひろふみ

9 林 茂 77 Ｊクラシック
1
1阿部 義弘 76 四国ＣＣ 中西 秀樹 76 阿南ＣＣ

9

尾崎 幸夫 76 Ｊクラシック 8:56 9 近藤 充博 90 グランディ
78

玉垣 一 90 月の宮
79

田岡 芳明 91 四国ＣＣ
80

本田 博史 91 四国ＣＣ

まるやま　のぶひろ ひらやま　まさとし なかにし　りょういち あきやま　みつお あたらし　かつはる たなか　かずゆき いうち　ひとし ぐんと　まさゆき

10 丸山 信博 76 グランディ 7平山 昌俊 75 Ｊクラシック 中西 良一 75 阿南ＣＣ
5

秋山 光夫 75 西徳島 9:03 10 新 勝晴 93 東徳島
82

田中 一幸 93 四国ＣＣ
83

井内 民師 96 御所ＣＣ
84

郡戸 聖行 97 阿南ＣＣ

おか　しげゆき たにぐち　たかまさ ちはら　よしきよ えにし　ひろふみ

11 岡 繁幸 74 東徳島 3谷口 隆政 73 西徳島 千原 喜清 73 鳴門ＣＣ
1

江西 博文 73 Ｊクラシック 9:10
0 0 0

（注意事項） 主　催

１．欠席者のあった場合は、組合せを一部変更することがある。 期　日

２．マーカーは、次打者、最終打者のマーカーは第１打者とする。 場　所

３．病気、事故等のため参加を取り止める場合は必ず事前に徳島県ゴルフ協会、前日及び当日は開催コースへ届けること。

FINAL ROUND　組合せ及びスタート時刻表

徳 島 県 ゴ ル フ 協 会

平 成 27 年 8 月 20 日

Jクラシックゴルフクラブ

開催コース Jクラシックゴルフクラブ(Tel:088-695-5215) 競技委員長 能  仁    勇


