
：

：

【国体成年男子】 【マスターズ男子】 ：

組 時刻 氏　　名 地　区 氏　　名 地　区 氏　　名 地　区 氏　　名 地　区 組 時刻 氏　　名 地　区 氏　　名 地　区 氏　　名 氏　　名 地　区

よしの　たいと 25 やいた　りょう 26 よこやま　けんいち 27 #N/A 0 さの　かずし 20 たなか　きみお 21 きくち　じゅん #N/A 0

芳野　大都 81 松山市 八板　　諒 81 松山市 横山　兼一 81 松山市 #N/A ### #N/A 佐野　和志 80 新居浜市 田中　公夫 80 松山市 菊池　　潤 80 #N/A ### #N/A

うえだ　としあき 21 とくなが　みつはる 22 おかざき　こうへい 23 みずの　まこと 24 なかはら　しゅうじ 17 こんどう　じろう 18 ふじさわ　みつのり #N/A 0

上田　利昭 80 喜多郡 徳永　光晴 80 西条市 岡崎　浩平 80 宇和島市 水野　　誠 81 松山市 中原　脩次 80 新居浜市 近藤　次郎 80 新居浜市 藤澤　光教 80 #N/A ### #N/A

ながい　しんや 17 ひらやま　たかふみ 18 あおの　やすおき 19 せいけ　しんじ 20 てらお　つねのり 13 こまつ　よしまさ 14 いたざき　そういち ふくもと　よしゆき 16

永井　伸也 79 松山市 平山　隆文 79 新居浜市 青野　泰興 79 宇和島市 清家　眞爾 80 松山市 寺尾　恒則 79 喜多郡 小松　義昌 79 松山市 板﨑　惣一 79 福本　好行 79 喜多郡

くろかわ　さかえ 13 くぼ　たかし 14 うえまつ　よしゆき 15 いしはら　たくや 16 ふじもと　よしのり 9 やまね　かずよし 10 かいのう　おさむ やの　としゆき 12

黒川　　栄 76 西条市 久保　　崇 78 松山市 植松　吉行 78 伊予郡 石原　拓也 78 松山市 藤本　美登 77 伊予市 山根　一善 77 喜多郡 戒能　　導 78 矢野　俊幸 78 四国中央市

ふくおか　こうじ 9 よこがわ　えいじ 10 はまべ　あきら 11 こにし　ゆうき 12 いしい　かずお 5 にのみや　たかひろ 6 おだ　はるひろ むらかみ　こうじ 8

福岡　浩二 74 喜多郡 横川　栄治 75 松山市 濱邉　　玲 75 松山市 小西　勇輝 75 松山市 石井　一夫 76 伊予市 二宮　孝弘 76 大洲市 小田　晴弘 76 村上　幸司 76 今治市

ますだ　こうへい 5 たかいち　ゆうき 6 むらかみ　あつし 7 にし　かつひろ 8 はとう　さとし 1 しらいし　しげる 2 みやうち　しんたろう なかじま　しずお 4

増田　康平 73 松山市 高市　裕気 73 松山市 村上　　敦 74 今治市 西　　勝弘 74 松山市 羽藤　悟志 73 新居浜市 白石　　茂 74 今治市 宮内信太郎 75 中嶋志津雄 76 伊予郡

おがわ　たかひろ 1 もりうち　のぶたか 2 ふじい　かずのり 3 にのみや　しんどう 4

小川　貴大 70 今治市 森内　信隆 70 今治市 藤井　和則 72 西条市 二宮　慎堂 72 今治市

#N/A 0 #N/A 0 #N/A 0 #N/A 0

#N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A

【国体女子】 【マスターズ女子】

しのざき　ゆうな 8 おおやけ　きくみ 9 さが　あすか 10 #N/A 0 おくじま　はるこ 9 いけもと　いくこ 10 きしい　けいこ #N/A 0

篠崎　優奈 80 松山市 公受貴久美 80 西予市 佐賀明日香 82 松山市 #N/A ### #N/A 奥島　治子 92 松山市 池本　郁子 92 伊予市 岸井　恵子 92 #N/A ### #N/A

たむら　なごみ 5 さが　みさき 6
まにっくす じょい あけみ

7 #N/A 0 まつざわ　ともこ 5 なかたに　あけみ 6 ささき　きょう もりもと　ゆみ 8

田村　　和 78 松山市 佐賀　美咲 78 松山市 ﾏﾆｯｸｽ　ｼﾞｮｲ　明美 79 松山市 #N/A ### #N/A 松澤　具子 89 宇和島市 中谷　明美 89 松山市 佐々木　京 89 森本　由美 90 松山市

いしかわ　ゆめか 1 みせ　まりん 2 こうがみ　みらい 3 たかはし　えりこ 4 にのみや　かおる 1 しませ　せいこ 2 おおつか　たかえ やまもと　ひさこ 4

石川　夢香 75 西条市 三瀬　舞凜 76 西予市 鴻上みらい 76 新居浜市 髙橋英里子 78 今治市 二宮　　薫 76 今治市 島瀬　靖子 85 宇和島市 大塚　興恵 86 山本　久子 88 喜多郡

(注意事項)

１．欠席のあった場合は、組合せの変更をすることがある。

２．指定スタート時刻の８分前には、必ずティインググラウンド周辺に待機すること。

３．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。

４．競技会を無断欠席した場合は、来年度の当該競技を含め協会主催競技の一年間出場停止とする。

　　参加を取り止める場合には、必ず事前に愛媛ゴルフ倶楽部(0893-44-4121)に届けること。　

競技委員長

キング　スタート プリンス　スタート
愛 媛 県 教 育 委 員 会

開 催 日 平成２９年５月１２日(金)

平成２９年度　国体ゴルフ成年男子・女子選手選考競技　兼　日本スポーツマスターズゴルフ選手選考競技

第２ ＲＯＵＮＤ　組合せ及びスタート時刻表

共 催 愛 媛 県 ゴ ル フ 協 会

( 公 財 ) 愛 媛 県 体 育 協 会

競 技 場 愛 媛 ゴ ル フ 倶 楽 部

地　区

1 8:00 11 8:00
22

松山市

2 8:10 12 8:10
19

大洲市

3 8:20 13 8:20
15

宇和島市

4 8:30 14 8:30
11

伊予郡

5 8:40 15 8:40
7

大洲市

6 8:50 16 8:50
3

松山市

7 9:00

8 9:10

8 9:10 17 9:00
11

松山市

9 9:20 18 9:10
7

宇和島市

10 9:30 19 9:20
3

松山市


