
組 時間 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 組 時間 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 8:30 脇中 豊一 松山国際Ｇ 安井 清秀
サンセット
ヒルズＣ 松井 隆憲 松山Ｇ 山内 哲哉 北条Ｃ 11 8:30 中川 法潤

エリエール
Ｇ松山 増田 信博 高原Ｇ 岡田 俊彦 愛媛Ｇ 中村 均 ノンメンバー

2 8:38 渡部 篤 道後Ｇ 𠮷岡 繁 ノンメンバー 佐藤 満盛
チサンＣ
北条 竹政 秀俊 高原Ｇ 12 8:38 山之内 建二

チサンＣ
北条 山岡 敬友

松山        
ロイヤルＧ 岸田 稔 松山国際Ｇ 城戸 弘行

サンセット
ヒルズＣ

3 8:46 金森 秀満 愛媛Ｇ 武智 史宜
松山        
ロイヤルＧ 濱上 泰清 大洲Ｇ 西山 秀樹 松山国際Ｇ 13 8:46 和田 繁男 大洲Ｇ 飯尾 則雄

チサンＣ
北条 浮田 和廣 愛媛Ｇ 田井 邦彦 ノンメンバー

4 8:54 柏原 勝利
チサンＣ
北条 上田 芳明 大洲Ｇ 河野 吉則 西条Ｇ 中畑 利介 愛媛Ｇ 14 8:54 正岡 悟

チサンＣ
北条 藤友 衛 松山国際Ｇ 井出 勇次 今治Ｃ 宮野 恵史

松山シー
サイドＣ

5 9:02 竹本 治義
松山        
ロイヤルＧ 原田 学

松山シー
サイドＣ 達川 安孝 今治Ｃ 湖西 敏広 宇和島Ｃ 15 9:02 山根 一善 愛媛Ｇ 越智 勇次 西条Ｇ 山田 虎幸 大洲Ｇ 武田 英喜 宇和島Ｃ

6 9:10 佐野 和志 滝の宮Ｃ 馬越 尚良 今治Ｃ 安永 雅弘
松山シー
サイドＣ 泉 輝紀 大洲Ｇ 16 9:10 水口 龍太郎 北条Ｃ 松友 宣生 道後Ｇ 藤澤 敏則 今治Ｃ 宮崎 勝 久万Ｃ

7 9:18 山崎 広司 今治Ｃ 日野 康史 滝の宮Ｃ 渡邊 幸司 宇和島Ｃ 橋本 俊朗
サンセット
ヒルズＣ 17 9:18 黒川 由紀也 新伊予Ｇ 宇都宮 喜多雄 宇和島Ｃ 塩崎 順 滝の宮Ｃ 松本 正彦 大洲Ｇ

8 9:26 藤澤 光教 大洲Ｇ 香西 勲 新伊予Ｇ 浅海 憲雅
サンセット
ヒルズＣ 中田 昭二 久万Ｃ 18 9:26 﨑山 俊紀 今治Ｃ 佐伯 義之

サンセット
ヒルズＣ 池田 久志

松山シー
サイドＣ 上川 和彦 宇和島Ｃ

9 9:34 武田 一成 宇和島Ｃ 夘野 孝廣
松山シー
サイドＣ 銀岡 志津雄 大洲Ｇ 石川 洋行 新伊予Ｇ 19 9:34 羽藤 悟志 新伊予Ｇ 新開 忠 今治Ｃ 弓山 博市 滝の宮Ｃ 河野 正

サンセット
ヒルズＣ

10 9:42 星加 満則 滝の宮Ｃ 亀岡 茂 大洲Ｇ 勇 功 宇和島Ｃ 20 9:42 村上 幸司 今治Ｃ 佐々木 利夫
松山シー
サイドＣ 中岡 勲 大洲Ｇ

共催： 愛媛県ゴルフ協会

1

2 スタート時刻8分前には、必ずティーイングエリア周辺に待機すること。 期日：

3 場所：

4 競技会を無断欠席した場合は、協会主催競技の一年間出場停止とする。

5 病気、事故等のため参加を取り止める場合は必ず事前に久万カントリークラブ（0892-21-1875）へ届けること。

6 ハーフ終了時に、滞留時間があります。

7 四国ミッドシニア選手権の参加資格を得た者は、出場にあたりＪＧＡ/ＵＳＧＡハンディキャップインデックス

の所持が必須となっております。

       競技委員長     浜西 文夫

2022年度 愛媛ミッドシニアゴルフ選手権競技  兼  四国ミッドシニアゴルフ選手権予選競技

スタート表

ＯＵＴスタート ＩＮスタート

（注意事項）

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。 四国ゴルフ連盟

2022年6月23日

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。 久万カントリークラブ


