
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

さだの　まさよし はら　さだお まつだ　しげのぶ どうの　けいじ おちあい　かずゆき やまぐち　やすのり あきやま　みつお ごとう　ひろき

1 貞野 昌良 83 西徳島
5
5原 貞雄 83 東徳島 松田 重信 83 月の宮

53

堂野 啓治 83 御所CC 8:00 1 落合 一之 83 四国CC
58

山口 泰範 83 東徳島
59

秋山 光夫 83 西徳島
60

後藤 宏樹 83 グランディ

つがわ　まさひこ はやし　しげる なかにし　りょういち さいとう　しゅうじ かげもと　いつお まない　じゅんいち よこやま　みつひろ まつばら　せいじ

2 津川 雅彦 82 東徳島
5
1林 茂 82 Jクラ 中西 良一 82 阿南CC

49

齋藤 修治 82 グランディ 8:07 2 影本 透男 83 御所CC
62

真井 純一 83 御所CC
63

横山 光弘 83 四国CC
64

松原 誠二 84 東徳島

ひらもと　こういち ふるた　こうじ いのうえ　なおき ひらき　やすじ つきおか　やすのり まつなが　よしひろ やまぐち　よしあき いちかわ　ひろあき

3 平本 耕一 82 東徳島
4
7古田 浩二 82 西徳島 井上 直樹 82 東徳島

45

平木 保二 82 眉山CC 8:14 3 月岡 靖憲 84 東徳島
66

松永 義博 84 西徳島
67

山口 義昭 84 御所CC
68

市川 浩章 84 東徳島

きむら　よしたか たにぐち　ひろひと みやもと　こうじ なかやま　たけあき あべ　よしひろ にいみ　いさお いせ　めぐむ ながせ　としゆき

4 木村 義孝 82 東徳島
4
3谷口 博人 81 レオマ 宮本 耕二 81 鳴門CC

41

中山 武昭 81 眉山CC 8:21 4 阿部 義弘 84 四国CC
70

新 見 功 85 御所CC
71

伊 勢 恵 85 鳴門CC
72

長瀬 敏行 85 四国CC

なかにし　ひでき はたおか　こうじ こんどう　こうじ あわた　まさる くにおか　けいじ いまがわ　ともひさ ちかまつ　まさのり すどう　かずひさ

5 中西 秀樹 81 阿南CC
3
9畑岡 孝治 81 東徳島 近藤 浩二 81 西徳島

37

粟 田 勝 81 吉野川 8:28 5 國岡 恵治 85 西徳島
74

今川 智久 85 御所CC
75

近松 征徳 85 吉野川
76

数胴 一久 85 御所CC

ひらの　こうじ くすもと　まさし ふじさか　さとし たに　しゅういち みやうち　みねお ふじわら　けいじ ぐんど　まさゆき ふるかわ　よしゆき

6 平野 浩司 81 四国CC
3
5楠本 正志 80 レオマ 藤 坂 智 80 西徳島

33

谷 修市 80 西徳島 8:35 6 宮内 峰雄 85 西徳島
78

藤原 啓二 85 レオマ
79

郡戸 聖行 85 阿南CC
80

古川 義幸 85 レオマ

かさい　しゅんじ みき　たけふみ よしもと　あきひと たむら　みのる きむら　たけし うめだ　たかぶみ おおいし　みつぐ たおか　よしあき

7 笠井 俊志 80 東徳島
3
1三木 武文 80 西徳島 吉本 昭仁 80 月の宮

29

田 村 稔 79 阿南CC 8:42 7 木 村 猛 86 鳴門CC
82

梅田 貴文 86 吉野川
83

大 石 貢 86 眉山CC
84

田岡 芳明 86 四国CC

とくやま　としかず しのはら　ゆたか よしだ　しげる いちおか　おさむ もり　けんさく とみなが　きよみつ しんがい　ひでゆき おおしろ　しょうじ

8 徳山 敏一 79 グランディ
2
7篠 原 豊 79 西徳島 吉 田 茂 79 御所CC

25

市 岡 治 79 月の宮 8:49 8 盛 憲作 87 月の宮
86

富永 清充 87 四国CC
87

新開 秀幸 87 西徳島
88

大代 正次 87 御所CC

さかた　みきお たまがき　はじめ はまだ　くにひさ こばやし　かずたか おがわ　きみひさ くりばやし しんいち たにぐち　まさふみ のむら　しげき

9 坂田 幹夫 79 眉山CC
2
3玉 垣 一 79 月の宮 浜田 邦久 79 東徳島

21

小林 数誉 79 東徳島 8:56 9 小川 公久 87 レオマ
90

栗林 眞一 87 西徳島
91

谷口 正文 87 レオマ
92

野村 茂樹 88 東徳島

ちはら　よしきよ こんどう　みつひろ ますたに こうざぶろう ふじもと　しろう ささき　さとる さかい　まさる ほんだ　ひろふみ たがみ　たかのり

10 千原 喜清 78 鳴門CC
1
9近藤 充博 78 グランディ 増谷光三郎 78 月の宮

17

藤本 志郎 78 月の宮 9:03 10 笹 木 敏 88 西徳島
94

酒 井 勝 88 鳴門CC
95

本田 博史 88 四国CC
96

田上 孝徳 88 四国CC

さかの　あきひろ おおうら　ひでき まるやま　のぶひろ ふじおか　しんじ たかみ　たけし ふじしま　よしひろ ふじわら　まさのり みき　たかよし

11 坂野 明宏 77 Jクラ
1
5大浦 秀喜 77 グランディ 丸山 信博 77 グランディ

13

藤岡 伸二 77 東徳島 9:10 11 高見 武志 89 御所CC
98

藤嶋 義廣 89 西徳島
99

冨士原正則 89 眉山CC
100

三木 孝美 89 レオマ

きたおか　まさなお てらい　としあき いけもと　たくみ こたに　ひろし あべ　かずよし よしだ　とみお かわち　みゆき やまもと　いちろう

12 北岡 正直 77 西徳島
1
1寺井 利秋 76 Jクラ 池 本 巧 76 月の宮

9

小 谷 博 76 御所CC 9:17 12 阿部 一良 89 Jクラ
102

吉田富美雄 90 グランディ
103

河 内 幸 90 西徳島
104

山本 一郎 90 東徳島

えにし　ひろふみ ひらやま　まさとし かしお　かずき こんどう　かつひさ おおかみ　としふみ あべ　てるあき さとう　のぶゆき にしうち　こういち

13 江西 博文 76 Jクラ 7平山 昌俊 75 Jクラ 樫尾 一輝 75 西徳島
5

近藤 克久 75 レオマ 9:24 13 大上 利文 90 レオマ
106

阿部 輝明 91 四国CC
107

佐藤 信行 91 西徳島
108

西内 宏一 91 Jクラ

おざき　ゆきお はにゅう　けいじ いちのみや しげゆき たにぐち　たかまさ ささの　よしひで おおにし　じゅんじ やまもと　くにはる ふじかわ　ただはる

14 尾崎 幸夫 75 Jクラ 3羽生 圭志 75 吉野川 一ノ宮惠敬 73 阿南CC
1

谷口 隆政 73 西徳島 9:31 14 篠野 義秀 93 月の宮
110

大西 純二 93 鳴門CC
111

山本 国治 93 東徳島
112

藤川 忠春 94 西徳島

（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 28 年 8 月 19 日

徳 島 カ ン ト リ ー 倶 楽 部

開催コース 徳島カントリー倶楽部 (Tel:０８８－６４４－３６３６) 競技委員長 長尾　耿之介


