
OUTスタート INスタート
PLAYER CLUB PLAYER CLUB PLAYER CLUB PLAYER CLUB TIME PLAYER CLUB PLAYER CLUB PLAYER CLUB PLAYER CLUB

1 山本嘉津志 82 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 続 木 仁 82 新居浜C 花山 光伸 83 道後G 横川 栄治 83 高原G 8:00 17 泉 輝 紀 83 大洲G 新宮 周二 83 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 福岡 浩二 83 愛媛G 安平 浩二 83 松山G

2 白 岩 敬 82 宇和島C 村上 剛士 82 松山G 加藤 宏彦 82 西条G 山田 相悟 82 道後G 8:08 18 和田 繁男 83 大洲G 影 浦 尚 83 松山国際G 栗田 功一 83 松山国際G 山根 一善 83 愛媛G

3 新宮 清次 82 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 越智 眞澄 82 西条G 松 本 了 82 久万C 濱邊 弘幸 82 松山国際G 8:16 19 小田 晴弘 83 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 白石 幸一 83 大洲G 和田 優也 84 松山ﾛｲﾔﾙG 大塚 孝一 84 松山ﾛｲﾔﾙG

4 徳田登志夫 81 愛媛G 渡邊 将憲 81 道後G 玉井 文利 82 松山ﾛｲﾔﾙG 早 瀬 弘 82 北条C 8:24 20 戒 能 導 84 松山国際G 金平 眞一 84 大洲G 城戸 弘行 84 愛媛G 菊川 勝也 84 松山ｼｰｻｲﾄﾞC

5 村 上 顕 81 松山G 芳野 大都 81 松山国際G 吉井 龍一 81 今治C 二宮 慎堂 81 今治C 8:32 21 伊藤 慎一 84 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 﨑山 直彦 84 北条C 合田 晴彦 84 新伊予G 山岡 敬友 84 松山ﾛｲﾔﾙG

6 上 田 仁 81 高原G 井上健太郎 81 道後G 黒川由紀也 81 新伊予G 羽藤 悟志 81 新伊予G 8:40 22 河端 直人 84 道後G 越智 通秀 84 道後G 清水 政春 84 大洲G 桑 原 泰 84 北条C

7 大成 照明 80 松山G 中尾 幸男 80 宇和島C 佐 伯 秀 80 新居浜C 石川 善久 80 滝の宮C 8:48 23 岡崎 浩平 84 宇和島C 井上 友則 84 松山ﾛｲﾔﾙG 松岡 敏幸 85 EGA 佐藤 満盛 85 滝の宮C

8 白 石 茂 79 今治C 木 山 伸 79 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 八 板 譲 79 松山国際G 近藤 克久 79 新伊予G 8:56 24 青木 健二 85 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 中嶋志津雄 85 松山ﾛｲﾔﾙG 二宮 英二 85 今治C 高橋 幸則 85 西条G

9 神野 誠士 78 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 藤本 美登 78 愛媛G 平山 隆文 79 新居浜C 神野 浩二 79 新伊予G 9:04 25 松田 克仁 85 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 寺尾 恒則 85 松山ﾛｲﾔﾙG 松尾 紘次 86 愛媛G 渡部 和彦 86 松山国際G

10 横山 忠人 78 宇和島C 濱 邊 玲 78 松山国際G 河 本 力 78 松山国際G 宮内信太郎 78 道後G 9:12 26 藤 中 博 86 宇和島C 西原 孝雄 86 西条G 宮野 恵史 86 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 桜 井 晃 86 大洲G

11 藤井 和則 77 今治C 上岡 信晴 78 道後G 小 澤 貢 78 今治C 豊田 祥平 78 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 9:20 27 佐野 和之 86 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 田坂 広志 86 新伊予G 池田 啓太 86 松山国際G 河合 聖哉 86 大洲G

12 﨑山 俊紀 76 今治C 村上 幸司 76 今治C 鴻上 大和 77 新居浜C 広村 吉昭 77 大洲G 9:28 28 中川 祝雄 86 愛媛G 板崎 惣一 86 宇和島C 上田 利昭 86 愛媛G 井 上 稔 86 ﾁｻﾝC北条

13 小西 勇輝 76 松山国際G 榊山 勝士 76 松山ﾛｲﾔﾙG 石井 一夫 76 愛媛G 早瀬 武史 76 北条C 9:36 29 三好 浩一 86 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 山内 哲哉 87 北条C 別府 高志 87 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 岡田 俊彦 87 愛媛G

14 矢野 俊幸 75 新居浜C 竹田 秀策 76 今治C 山下 一實 76 西条G 森川 徳忠 76 滝の宮C 9:44 30 岡本 大吾 87 北条C 田頭 康和 87 愛媛G 眞鍋 友規 87 新居浜C 岩岡 一平 87 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC

15 森内 信隆 74 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 植松 吉行 74 久万C 西 勝 弘 74 新居浜C 久 保 崇 75 松山国際G 9:52 31 西原 一雄 87 ﾁｻﾝC北条 中尾 哲治 87 松山国際G 石原 拓也 87 松山国際G

16 村 上 敦 70 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 瀧田 大護 72 新伊予G 増田 康平 73 道後G 有光 真吾 74 道後G 10:00 32 佐藤 量洋 87 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞC 崔本 信夫 87 道後G 中田 天平 87 道後G

（注意事項） 共　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。

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。

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松山ＧＣ（089-966-2100）へ届けること。 期　日：

競技委員長  高橋献樹 場　所： 松 山 ゴ ル フ 倶 楽 部
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