
平成２２年度　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

とみなが　きよみつ たに　あきら あべ　てるあき まない　じゅんいち おえ　やすのり かしお　かずき はやし　しゅうじ たけいち　のぼる

1 富永 清充 80 四国ＣＣ 5
4
谷 明 80 Ｊクラシック 阿部 輝明 80 四国ＣＣ

56

真井 純一 81 御所ＣＣ 8:00 1 麻植 泰則 81 徳島ＣＣ
58

樫尾 一輝 81 タカガワ西
59

林 修 二 81 四国ＣＣ
60

武 市 昇 81 四国ＣＣ

はら　さだお たにぐち　はちろう あかし　よりかね　 ごとう　ひでお あきやま　しげる なかの　かんじ みの　ようじ なかがわ　としお

2 原 貞 雄 80 タカガワ東 5
0
谷口 八郎 80 鳴門ＣＣ 明石 賴金 80 徳島ＣＣ

52

後藤 秀男 80 四国ＣＣ 8:07 2 秋 山 茂 81 四国ＣＣ
62

中野 寒次 81 四国ＣＣ
63

三野 洋次 81 阿南ＣＣ
64

中川 俊大 81 レオマ高原

さかべ　とししげ こんどう　みつひろ よしだ　しげる かんばら　かつみ こたに　ひろし つきおか　やすのり こまき　しんじ きむら　ゆうぞう

3 坂部 年重 79 四国ＣＣ 4
6
近藤 充博 79 グランディ 吉 田 茂 80 御所ＣＣ

48

神原 勝實 80 タカガワ東 8:14 3 小 谷 博 82 御所ＣＣ
66

月岡 靖憲 82 タカガワ東
67

小巻 真二 82 Ｊクラシック
68

木村 勇三 82 グランディ

おかだ　ひろし やまもと　よしお やまもと　こうへい ごとうだ　ひろし まるやま　のぶひろ みき　けんじ もり　けんさく もんや　じゅんいち

4 岡 田 弘 78 四国ＣＣ 4
2
山本 芳夫 79 グランディ 山本 耕平 79 徳島ＧＣ

44

後藤田 裕 79 タカガワ西 8:21 4 丸山 信博 82 グランディ
70

三木 建二 82 レオマ高原
71

盛 憲 作 82 タカガワ東
72

門家 純一 82 阿南ＣＣ

あさの　ゆういち とうじょう　よしひこ まさき　かおる ふじわら　めぐみ おがた　まさあき あさの　ひとし よこやま　よしあき いちおか　おさむ

5 麻野 雄一 78 タカガワ西 3
8
東條 良彦 78 タカガワ東 正 木 薫 78 Ｊクラシック

40

藤 原 恵 78 タカガワ東 8:28 5 尾形 正明 82 グランディ
74

浅野 仁志 83 御所ＣＣ
75

横山 愛明 83 タカガワ東
76

市 岡 治 83 徳島ＣＣ

ながせ　としゆき くわた かねあき はらだ　たかあき こうさき　ただよし いのした　たかお はらだ　まさあき とみだ　たかお くにおか　けいじ

6 長瀬 敏行 78 四国ＣＣ 3
4
桑田 金顯 78 徳島ＣＣ 原田 隆昭 78 グランディ

36

幸崎 唯由 78 眉山ＣＣ 8:35 6 井下 孝雄 83 レオマ高原
78

原田 正昭 83 タカガワ東
79

冨田 崇夫 84 グランディ
80

國岡 恵治 84 タカガワ西

すみとも　かつひで たかみ　たけし たかぎ　まさし おか　こうじ おかもと　ただお もりお　えいいち おか　かずのぶ たに　けんじ

7 住友 勝英 78 グランディ 3
0
高見 武志 78 御所ＣＣ 高木 政司 78 Ｊクラシック

32

岡 耕 司 78 グランディ 8:42 7 岡本 忠応 84 鳴門ＣＣ
82

森尾 永一 84 グランディ
83

岡 和 信 85 タカガワ東
84

谷 憲 治 85 四国ＣＣ

たにぐち　たかまさ くりす　ひろき えにし　ひろふみ おおいそ　たかし まつなみ　なおよし なかおか　まさみ なかやま　たけあき はらだ　ひろゆき

8 谷口 隆政 77 タカガワ西 2
6
栗栖 博機 78 タカガワ東 江西 博文 78 Ｊクラシック

28

大 磯 宗 78 タカガワ東 8:49 8 松濤 直良 85 四国ＣＣ
86

中岡 昌美 85 レオマ高原
87

中山 武昭 86 眉山ＣＣ
88

原田 博行 86 鳴門ＣＣ

なかにし　ひでき さかた　みきお ふじうら　みのる くりばやし　しんいち かまだ　のぼる おおにし　とよみ おかだ　ひでき よしだ　としお

9 中西 秀樹 77 阿南ＣＣ 2
2
坂田 幹夫 77 眉山ＣＣ 藤 浦 実 77 Ｊクラシック

24

栗林 眞一 77 タカガワ西 8:56 9 鎌 田 昇 86 Ｊクラシック
90

大西 豊己 86 阿南ＣＣ
91

岡田 英樹 86 タカガワ東
92

吉田 寿雄 87 徳島ＣＣ

にしうら　えいお みやしろ　まさとし てらい　としあき よしだ　とみお きたはら　ひでとし いはら　としお ひらた　ひでお えにし　けんいち

10 西浦 鋭雄 76 タカガワ東 1
8
宮城 昌俊 77 徳島ＧＣ 寺井 利秋 77 タカガワ西

20

吉田 富美
雄

77 グランディ 9:03 10 北原 英俊 87 タカガワ西
94

井原 年夫 87 鳴門ＣＣ
95

平田 秀夫 87 四国ＣＣ
96

江西 謙一 87 Ｊクラシック

くすもと　まさし みぞぶち　かんざぶろう ちはら　よしきよ いせ　めぐむ ひので　かずひと たけいち　じゅんいち やまぐち　よしあき おおた　てつお

11 楠本 正志 75 レオマ高原 1
4
溝渕 勘三

郎
76 タカガワ西 千原 喜清 76 鳴門ＣＣ

16

伊 勢 恵 76 鳴門ＣＣ 9:10 11 日出 一仁 88 タカガワ西
98

武市 順一 88 眉山ＣＣ
99

山口 義昭 89 タカガワ西
100

太田 哲夫 89 タカガワ西

こうざい　としひこ ほんだ　ひろふみ おざき　ゆきお かわち　みゆき かねこ　こうじ おおみち　ひとし あたらし　かつはる ふじい　ひろかず

12 香西 俊彦 74 Ｊクラシック 1
0
本田 博史 74 徳島ＣＣ 尾崎 幸夫 74 Ｊクラシック

12

河 内 幸 75 四国ＣＣ 9:17 12 金子 功治 89 グランディ
102

大 道 斉 89 御所ＣＣ
103

新 勝 晴 89 タカガワ東
104

藤井 広計 91 タカガワ東

ひらやま　まさとし いけもと　たくみ さかの　あきひろ さわの　たかお きはら　としあき たかはし　のぼる たいち　たけよし よしだ　ひでと

13 平山 昌俊 73 Ｊクラシック 6池 本 巧 73 鳴門ＣＣ 坂野 明宏 74 Ｊクラシック
8

澤野 隆雄 74 徳島ＣＣ 9:24 13 木原 利明 91 Ｊクラシック
106

高 橋 登 94 鳴門ＣＣ
107

泰地 孟芳 94 徳島ＣＣ
108

吉田 秀人 94 タカガワ西

たかはし　けん こんどう　かつひさ にいみ　いさお きたおか　まさなお きむら　あきお こにし　みのる なべしま　けいご すぎもと　としひこ

14 高 橋 剣 72 四国ＣＣ 2近藤 克久 72 レオマ高原 新 見 功 73 御所ＣＣ
4

北岡 正直 73 タカガワ西 9:31 14 木村 秋夫 94 Ｊクラシック
110

小 西 法 95 タカガワ西
111

鍋島 慶悟 95 グランディ
112

杉本 憲彦 101 タカガワ東

（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 22 年 9 月 2 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


