
平成２４年度 愛媛アマチュアゴルフ選手権競技　兼　四国アマチュアゴルフ選手権競技2次予選

OUT（赤石）スタート IN（別子）スタート
PLAYER CLUB PLAYER CLUB PLAYER CLUB PLAYER CLUB TIME PLAYER CLUB PLAYER CLUB PLAYER CLUB PLAYER CLUB

1 別府　逸志 182 北条C 中嶋志津雄 5 松山ﾛｲﾔﾙG 山根　英明 29 滝の宮C 神野　浩一 90 西条G 7:30 25 松岡  敏幸 1 JGA会員 青野　一輝 8 新伊予G 平山  隆文 1 新居浜C #N/A 0 #N/A

2 瀧田　大護 35 新伊予G 尾越 光高 110 今治C 鴻上 大和 64 新居浜C 森井 雅文 2 JGA会員 7:38 26 松田 克仁 174 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 越智　眞澄 8 西条G 砂川  浩康 6 愛媛G 橘井 純一 今治C

3 古川 友宏 82 ﾁｻﾝC北条 馬越 信次 177 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 越智 龍彦 106 今治C 井上 明男 125 JGA会員 7:46 27 小川 克也 191 JGA会員 小西 勇輝 松山国際G 達川 安孝 今治C 大塚　孝一 0 松山ﾛｲﾔﾙG

4 村上 幸司 109 今治C 松本 文彦 154 松山国際G 森川　徳忠 28 滝の宮C 横山 兼一 189 高原G 7:54 28 日野幸一郎 63 新居浜C 永井　雅英 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 桑 原 泰 北条C 大島 一徳 ｴﾘｴｰﾙG松山

5 山内    享 18 愛媛G 松木　智也 36 新伊予G 大西 栄隆 51 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 中尾 哲治 156 松山国際G 8:02 29 岡田  俊彦 19 愛媛G 武田 誠二 3 ﾁｻﾝC北条 高橋　幸則 9 西条G 岩岡 一平 4 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC

6 眞鍋 友規 62 新居浜C 鎌江 文三 75 宇和島C 山本嘉津志 162 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 榊山  勝士 12 松山ﾛｲﾔﾙG 8:10 30 崔本　信夫 132 道後G 佐藤 満盛 2 滝の宮C 浅海 憲雅 0 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 宮 野 宏 松山ｼｰｻｲﾄﾞC

7 別府 高志 53 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 野中　浩幸 147 松山国際G 山内　高志 131 道後G 福桝　宏昭 117 大洲G 8:18 31 長野 広次 107 今治C 永井　伸也 松山国際G 松浦　浩吉 1 宇和島C 中川  祝雄 3 愛媛G

8 藤井　和則 102 今治C 徳永 光晴 31 滝の宮C 上川 和彦 74 宇和島C 西原 一雄 81 ﾁｻﾝC北条 8:26 32 竹中 郁夫 55 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 広村 吉昭 大洲G 古川　正彦 9 新伊予G 田中　　勤 松山ｼｰｻｲﾄﾞC

9 木山　　伸 47 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 田頭  康和 20 愛媛G 今井　博文 100 今治C 原田　　学 163 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 8:34 33 真鍋　康宏 170 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 山崎 丈二 6 宇和島C 船吉 金太 6 ﾁｻﾝC北条 瀬尾 一夫 今治C

10 戒 能 導 152 松山国際G 松本 正彦 122 大洲G 玉井　文利 6 松山ﾛｲﾔﾙG 中川　法潤 134 道後G 8:42 34 串部 克彦 184 北条C 上甲　淳志7 松山ﾛｲﾔﾙG 松末 陽一 高原G 池田 昌平 2 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC

11 佐 伯 秀 60 新居浜C 越智　勇次 91 西条G 渡部  幸正 27 愛媛G 早瀬　武史 180 北条C 8:50 35 鈴野 洸成 30 滝の宮C 影浦　　尚 松山国際G 門田　裕之 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 中田 天平 道後G

12 佐々木利夫 164 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 木 原 守 85 ﾁｻﾝC北条 高田 信幸 72 宇和島C 井 手 功 104 今治C 8:58 36 桧垣 好男 79 ﾁｻﾝC北条 大森　隆夫 0 宇和島C 白石 幸一 大洲G 三原  清司8 松山ﾛｲﾔﾙG

13 吉原　浩二 101 今治C 林　　好見 45 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 藤本　茂則 173 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 駄馬元秀泰 138 道後G 9:06 37 上岡 信晴 129 道後G 河野  直樹 1 愛媛G 高橋 龍夫 2 西条G 渡部 和彦 松山国際G

14 田 中 浩 188 高原G 藤澤 光教 119 大洲G 濱邉　弘幸 150 松山国際G 宮崎　　勝 158 久万C 9:14 38 植松　吉行 157 久万C 田坂　広志 1 新伊予G 上岡喜美夫 8 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 森実　慎二 松山ｼｰｻｲﾄﾞC

15 山口　靖二 67 宇和島C 沖野  二郎 25 愛媛G 末光 厚志 80 ﾁｻﾝC北条 合田 晴彦 40 新伊予G 9:22 39 山田　相悟 130 道後G 清水　　博 松山国際G 御手洗成人 今治C 藤 中 博 3 宇和島C

16 水田　公明 181 北条C 清水　政春 124 大洲G 小澤　　貢 98 今治C 井上健太郎 133 道後G 9:30 40 矢野　俊幸 59 新居浜C 合田　　守 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 山 内 健 4 ﾁｻﾝC北条 花山 光伸 道後G

17 堺　　達也 49 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 西　　勝弘 58 新居浜C 保木  和弥 11 松山ﾛｲﾔﾙG 青山　賢義 165 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 9:38 41 松田　　茂 13 松山ﾛｲﾔﾙG 渡部新一郎 道後G 中 岡 勲 大洲G 有 田 弘 高原G

18 久保　　崇 144 松山国際G 宮野 恵史 175 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 金平　眞一 120 大洲G 白石　　茂 99 今治C 9:46 42 金森  秀満 24 愛媛G 村上　　敦 4 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 大塚 裕章 松山国際G 近藤　克久 4 新伊予G

19 山下　一實 87 西条G 正 岡 悟 78 ﾁｻﾝC北条 山根  一善 15 愛媛G 増田 康平 137 道後G 9:54 43 小田　晴弘 166 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 﨑山　俊紀 4 今治C 板崎　惣一 8 宇和島C 菊池　　潤 道後G

20 瀧田　裕二 37 新伊予G 横山　忠人 69 宇和島C 竹田 秀策 96 今治C 戎　　賢也 46 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 10:02 44 川野 祐二 186 高原G 亀 岡 茂 大洲G 藤本  美登 6 愛媛G 山内　哲哉 北条C

21 竹本　治義 9 松山ﾛｲﾔﾙG 羽藤 悟志 33 新伊予G 栗田　功一 146 松山国際G 石井  一夫 22 愛媛G 10:10 45 石原　拓也 143 松山国際G 和田　優也4 松山ﾛｲﾔﾙG 瀬尾 拓矢 7 新居浜C 新宮　周二 松山ｼｰｻｲﾄﾞC

22 八 板 譲 142 松山国際G 和田 繁男 115 大洲G 﨑山　直彦 178 北条C 二宮　英二 95 今治C 10:18 46 井上　　稔 77 ﾁｻﾝC北条 中尾　幸男 6 宇和島C 佐藤 量洋 3 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 桜井　　晃 大洲G

23 続 木 仁 56 新居浜C 福岡　浩二 17 愛媛G 小川　貴大 42 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 渡邊　将憲 127 道後G 10:26 47 二宮　愼堂 93 今治C 神野　誠士 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 高市 裕気 道後G 黒川　倫行 4 愛媛G

24 岡崎 浩平 65 宇和島C 目見田貴久 3 JGA会員 吉井　龍一 108 今治C 森内　信隆 159 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 10:34 48 濱邉　　玲 141 松山国際G 河合 聖哉 大洲G 山岡　大純 7 今治C 宮内信太郎 道後G

共　催

（注意事項）

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滝の宮CC（0897-32-7566）へ届けること。

EHIME AMATEURGOLF CHAMPIONSHIP
１ST　ROUND　組合せ及びスタート時刻表

愛 媛 県 ゴ ル フ 協 会
四 国 ゴ ル フ 連 盟

平 成 24 年 5 月 9 日 ( 水 ）

滝 の 宮 カ ン ト リ ー ク ラ ブ



競技委員長 永井水澄


