
徳島県ミッドシニア・グランドシニアゴルフ選手権競技　兼四国ミッドシニア・グランドシニアゴルフ選手権競技 徳島県予選 兼第44回徳島県女子選手権競技

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

もり　あきら みやもと　ただひろ ばんどう　たかし すずき　けんじゅ ふじしま　よしひろ とうじょう　たかし

1 森 明 96 御所CC
3
3宮本 忠寛 95 四国CC 板 東 孝 93 西徳島

0

8:00 1 鈴木 健壽 96 月の宮
44

藤嶋 義廣 95 西徳島
43

東 條 孝 95 東徳島
0

なかの　あきら たにぐち　はちろう おがわ　ひとし ふじみ　のぶゆき こにし　みのる あおき　よしはる

2 中 野 昭 93 月の宮
3
0谷口 八郎 91 鳴門CC 小 川 等 90 眉山CC

0

8:08 2 藤見 信之 94 西徳島
41

小 西 法 93 西徳島
40

青木 由治 92 レオマ高原
0

いわもと　たけし あべ　しゅういち ふじくら　あきとし ふじかわ　ひろし くどう　たつみ むらかみ　しゅうぞう はらだ　てつお

3 岩本 武司 90 四国CC
2
7阿部 集一 90 眉山CC 藤倉 昭敏 89 鳴門CC

25

藤 川 博 88 西徳島 8:16 3 工藤 達巳 92 西徳島
38

村上 修三 91 鳴門CC
37

原田 哲男 91 四国CC
0

まなべ　としき みやたに　よしひろ うらがみ　まさゆき ふくもと　しげゆき もりお　えいいち かわの　しょうじ ばんどう　よしゆき みぞた　としなお

4 眞鍋 俊樹 88 四国CC
2
3宮谷 純弘 87 眉山CC 浦上 正幸 86 阿南CC

21

福本 茂行 86 月の宮 8:24 4 森尾 永一 90 グランディ
35

河野 尚二 90 四国CC
34

板東 良行 89 阿南CC
33

溝田 敏直 88 鳴門CC

ささ　としお くめ　ひでとし まえやま　えいじ さとう　たかあき ささき　さとる いはら　としお あまの　よしかず あべ　てるあき

5 笹 登四夫 86 西徳島
1
9久米 秀俊 85 鳴門CC 前山 暎二 85 月の宮

17

佐藤 孝明 85 四国CC 8:32 5 笹 木 敏 88 西徳島
31

井原 年夫 88 鳴門CC
30

天野 祥一 87 鳴門CC
29

阿部 輝明 87 四国CC

たにい　こうじ かねまつ　きよし たかおか　こういち しだお　ときひろ ふじかわ　やすお ひので　かずひと やまもと　よしお すみとも　かつひで

6 谷井 康次 85 阿南CC
1
5兼 松 清 84 東徳島 髙岡 亨一 83 御所CC

13

歯朶尾時寛 83 西徳島 8:40 6 藤川 安夫 87 吉野川
27

日出 一仁 87 西徳島
26

山本 芳夫 86 グランディ
25

住友 勝英 84 グランディ

きたうら　ひろし さが　しょうぞう もり　まさゆき ながお　けいのすけ やまもと　いちろう まつなが　よしひろ たにぐち　まさふみ つじ　よしゆき

7 北 浦 弘 83 御所CC
1
1嵯峨 昭三 81 Jクラシック 森 正行 81 四国CC

9

長尾耿之介 81 吉野川 8:48 7 山本 一郎 84 東徳島
23

松永 義博 84 西徳島
22

谷口 正文 84 レオマ高原
21

辻 嘉行 84 鳴門CC

のざき　けんじ にしうら　えいお しらとり　えいじ くりす　ひろき こんどう　みつひろ ふじわら　まさのり やまぐち　よしあき たまがき　はじめ

8 野崎 健次 81 四国CC 7西浦 鋭雄 79 東徳島 白鳥 英二 79 Jクラシック
5

栗栖 博機 78 東徳島 8:56 8 近藤 充博 82 グランディ
19

冨士原正則 82 眉山CC
18

山口 義昭 81 御所CC
17

玉 垣 一 81 月の宮

あおやま　いくお はしもと　はるお かわうち　しろう まない　じゅんいち たなか　かんじ まつだ　しげのぶ みき　けんじ まつなみ　なおよし

9 青山 郁夫 77 四国CC 3橋本 春男 75 西徳島 河内 志郎 74 阿南CC
1

真井 純一 73 御所CC 9:04 9 田中 寛治 81 吉野川
15

松田 重信 80 月の宮
14

三木 建二 80 レオマ高原
13

松濤 直良 80 四国CC

しかた　ゆうこ たかはし　るう みよし　ちかよ いうち　あきら ごとう　ひでお みま　はるお さわの　たかお

10 志方 祐子 95 ゴルフ協会
1
4高橋 瑠羽 88 鳴門CC 三好千佳代 88 東徳島

0

9:12 10 井 内 明 80 御所CC
11

後藤 秀男 80 四国CC
10

三間 治夫 80 四国CC
9

澤野 隆雄 79 月の宮

たかた　ふみえ やまぐち　せいこ まない　あけみ なかやま　まさみ いせ　めぐむ てらい　としあき なかおか　まさみ はら　けいじ

11 髙田 郁江 87 西徳島
1
1山口 請子 87 阿南CC 真井 明美 87 御所CC

9

中山 雅美 86 眉山CC 9:20 11 伊 勢 恵 78 鳴門CC
7

寺井 利秋 78 Jクラシック
6

中岡 昌美 78 レオマ高原
5

原 圭二 78 月の宮

うじろ　まゆみ むかい　かよこ いとう　れな みやこ　れいか かまだ　のぼる とみだ　たかお いけもと　たくみ さかの　あきひろ

12 宇城真由美 85 鳴門CC 7向 佳代子 84 鳴門CC 伊藤 玲南 84 鳴門CC
5

都 玲華 83 鳴門CC 9:28 12 鎌 田 昇 78 Jクラシック
3

冨田 崇夫 77 鳴門CC
2

池 本 巧 76 月の宮
1

坂野 明宏 76 Jクラシック

くはら　たかこ くろいわ　あきこ しまかつ　ひなた おかだ　みお

13 久原 孝子 82 レオマ高原 3黒岩亜希子 82 阿南CC 島勝ひなた 72 ゴルフ協会
1

岡田 美桜 71 御所CC 9:36 13
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 28 日

四 国 カ ン ト リ ー ク ラ ブ

開催コース 四国カントリークラブ(Tel:0883-52-3115) 競技委員長 能  仁    勇


