
徳島県アマチュアゴルフ選手権 決勝　兼四国アマ2次予選競技

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
おか　こうじ あかいし　みつよし かわむら　まさひと はたおか　こうじ こうさき　ただよし さかた　みきお

1 岡 耕 司 84 グランディ 7
4
明石 光由 84 西徳島 川村 政仁 84 グランディ

0 8:00 1 畑岡 孝治 84 東徳島
77
幸崎 唯由 85 眉山CC

78
坂田 幹夫 85 眉山CC

0

ばんどう　ただあき みなもと　しげみ ふじさか　さとし やまもと　まさみ おちあい　かずゆき なかの　かんじ さいとう　しゅうじ ふじもと　たつや

2 板東 忠明 84 鳴門CC 7
0
源 繁 美 84 東徳島 藤 坂 智 84 西徳島

72
山本 正美 84 阿南CC 8:07 2 落合 一之 85 四国CC

80
中野 寒次 85 四国CC

81
斉藤 修治 85 グランディ

82
藤本 達也 85 四国CC

まるやま　のぶひろ おざき　ゆきお かもと　ひであき たにぐち　しょうま なかにし　ひでき ふくしま　しんや あわた　まさる ひまつ　ひでかつ

3 丸山 信博 83 グランディ 6
6
尾崎 幸夫 83 Ｊクラシック 加本 秀明 83 四国CC

68
谷口 祥麻 83 レオマ高原 8:14 3 中西 秀樹 85 阿南CC

84
福島 慎也 85 グランディ

85
粟 田 勝 85 吉野川

86
比松 秀勝 85 月の宮

いけもと　たくみ ささき　だいすけ いのした　たかお ふじおか　しんじ くすもと　まさし はにゅう　けいじ みやこし　ひでのぶ いけだ　ともひろ

4 池 本 巧 83 鳴門CC 6
2
佐々木 大

輔
83 鳴門CC 井下 孝雄 83 レオマ高原

64
藤岡 伸二 83 東徳島 8:21 4 楠本 正志 85 レオマ高原

88
羽生 圭志 86 鳴門CC

89
宮越 秀信 86 鳴門CC

90
池田 智大 86 御所CC

つじ　よしゆき おおにし　としふみ さとう　ひでき まえがわ　たくや みやうち　みねお やまぐち　よしあき いうち　げんき やまだ　けんじ

5 辻 嘉 行 83 鳴門CC 5
8
大西 利史 83 レオマ高原 佐藤 秀樹 83 レオマ高原

60
前川 拓也 83 阿南CC 8:28 5 宮内 峰雄 86 西徳島

92
山口 義昭 86 月の宮

93
伊内 元気 86 月の宮

94
山田 賢二 86 御所CC

みやしろ　まさとし てらやま　とおる あきやま　みつお みやたに　まさはる はしもと　けんじ まつば　つぎお にい　いちろう いかわ　ひろし

6 宮城 昌俊 83 月の宮 5
4
寺 山 徹 83 月の宮 秋山 光夫 83 西徳島

56
宮谷 雅春 83 東徳島 8:35 6 橋本 健司 87 御所CC

96
松葉 貢生 87 御所CC

97
新居 一郎 87 グランディ

98
井河 広志 87 阿南CC

さかい　のぶゆき おか　しげゆき しのはら　のりまさ なかがわ　ゆうき さだの　まさよし はやし　しゅうじ もとかわ　ともよし じょうとく　あつし

7 酒井 信行 82 グランディ 5
0
岡 繁 幸 82 月の宮 篠原 教真 82 レオマ高原

52
中川 裕貴 82 レオマ高原 8:42 7 貞野 昌良 87 西徳島

100

林 修 二 87 四国CC
101

元川 友啓 87 西徳島
102

上 徳 篤 87 四国CC

たおか　せいじ しちだ　こうじ にい　ひろゆき みやこ　ひでき にしかわ　もとみ にしむら　ひろし いけだ　なるみ おかだ　ひろし

8 田岡 誠二 81 レオマ高原 4
6
七田 幸治 81 レオマ高原 新居 浩幸 82 西徳島

48
都 英 樹 82 東徳島 8:49 8 西川 元視 87 グランディ

104

西 村 裕 87 レオマ高原
105

池田 鳴美 87 西徳島
106

岡 田 弘 87 西徳島

にしうち　こういち おかもと　ただお ひがしみち　かずひと たにぐち　たかまさ たまき　ひでお やまもと　いちろう ただ　せいじ ごとう　ひでお

9 西内 宏一 81 Ｊクラシック 4
2
岡本 忠応 81 鳴門CC 東道 和仁 81 東徳島

44
谷口 隆政 81 西徳島 8:56 9 玉置 秀雄 88 グランディ

108

山本 一郎 88 東徳島
109

多田 誠二 88 鳴門CC
110

後藤 秀男 88 四国CC

かめしろ　じゅんや なかにし　しげる まない　じゅんいち やなぎだ　ひでき おがた　としふみ うめだ　たかふみ たいち　たけよし まつもと　のぶお

10 亀代 順哉 81 月の宮 3
8
中 西 茂 81 鳴門CC 真井 純一 81 御所CC

40
柳田 英記 81 御所CC 9:03 10 尾形 利文 88 眉山CC

112

梅田 貴文 88 四国CC
113

泰地 孟芳 88 月の宮
114

松本 信生 88 四国CC

たにぐち　いっせい もちづき　のりひさ でぐち　まさたか たおか　かずふみ さかい　まさる はまぐち　しんいち たむら　しんいち つきおか　やすのり

11 谷口 一生 80 鳴門CC 3
4
望月 徳久 80 グランディ 出口 政隆 80 四国CC

36
田岡 和史 81 四国CC 9:10 11 酒 井 勝 89 鳴門CC

116

浜口 伸一 89 四国CC
117

田村 真一 89 西徳島
118

月岡 靖憲 89 東徳島

きたおか　まさなお かしお　かずき いちのみや　しげゆき おのでら　ひでき にしうら　えいお たにぐち　はちろう へんみ　ひでお よこやま　よしあき

12 北岡 正直 79 西徳島 3
0
樫尾 一輝 79 西徳島 一ノ宮 惠

敬
79 阿南CC

32

小野寺 秀
樹

80 ゴルフ協会 9:17 12 西浦 鋭雄 89 東徳島
120

谷口 八郎 90 鳴門CC
121

逸見 秀夫 90 ゴルフ協会
122

横山 愛明 90 東徳島

みよし　たけし おやま　まさあき あべ　たかひと こばやし　かずたか おおた　ぜんぞう みのて　しげお まつせ　かずひろ きたなか　あきひろ

13 三 好 猛 78 レオマ高原 2
6
尾山 正明 79 西徳島 阿部 崇仁 79 阿南CC

28
小林 数誉 79 東徳島 9:24 13 太田 善造 90 吉野川

124

簑手 重夫 90 眉山CC
125

松瀬 和廣 91 グランディ
126

北中 昭博 91 四国CC

よこやま　みつひろ かわうち　しろう かさい　しゅんじ えにし　ひろふみ かわち　みゆき おおつか　のりひろ いしばし　よしかつ よしだ　とみお

14 横山 光弘 78 四国CC 2
2
河内 志郎 78 阿南CC 笠井 俊志 78 東徳島

24
江西 博文 78 Ｊクラシック 9:31 14 河 内 幸 92 四国CC

128

大塚 憲廣 92 西徳島
129

石橋 芳克 92 Ｊクラシック
130

吉田 富美
雄

92 グランディ

よしなり　ひろかず ちはら　よしきよ おしま　かつのり たむら　みのる いちおか　おさむ おおいし　みつぐ なかた　きんや かわばた　はるお

15 吉成 弘和 77 鳴門CC 1
8
千原 喜清 77 鳴門CC 尾島 克典 78 四国CC

20
田 村 稔 78 阿南CC 9:38 15 市 岡 治 93 月の宮

132

大 石 貢 93 眉山CC
133

中田 欽也 93 ゴルフ協会
134

川端 春雄 93 月の宮

たにぐち　くにひろ くにきた　やすなり たけはら　まさひろ おおにし　よしやす しげた　あゆむ きりなか　とみひろ いのうえ　なおき まえだ　けいじ

16 谷口 國博 77 鳴門CC 1
4
國北 泰成 77 グランディ 竹原 正弘 77 四国CC

16
大西 義泰 77 レオマ高原 9:45 16 重 田 歩 93 阿南CC

136

切中 富広 93 東徳島
137

井上 直樹 93 東徳島
138

前田 啓治 94 月の宮

たにいち　ひろふみ すぎはら　たいが はまぐち　よういち さとみ　ゆうすけ やさか　のぶき ふくもと　しげゆき もり　けんさく たつた　なおゆき

17 谷一 浩史 75 阿南CC 1
0
杉原 大河 76 東徳島 浜口 洋一 77 眉山CC

12
里見 侑亮 77 東徳島 9:52 17 八阪 信樹 94 吉野川

140

福本 茂行 95 月の宮
141

盛 憲 作 96 月の宮
142

立田 直行 97 阿南CC

はしもと　かずき あかぎ　かずひこ おくやま　しんいちろう こんどう　ほんいち ながせ　としゆき もりお　えいいち やまもと　くにはる やすむら　たかし

18 橋本 和樹 73 御所CC 6赤木 和彦 74 東徳島 奥山 慎一
郎

75 鳴門CC
8
近藤 本一 75 月の宮 9:59 18 長瀬 敏行 98 四国CC

144

森尾 永一 98 グランディ
145

山本 国治 99 東徳島
146

安 村 隆 105 鳴門CC

やまおか　なるとし たにもと　なるき うえもと　けんすけ おざき　りゅうじ

19 山岡 成稔 68 月の宮 2谷本 成輝 71 月の宮 植本 健介 73 阿南CC
4
尾崎 竜二 73 阿南CC 10:06 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 23 年 5 月 12 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  能 仁   勇


