
シニア 決勝

アウト （チサンカントリークラブ御船・4月19日）
組 スタート 氏　名 受付 氏　名 受付 氏　名 受付 氏　名 受付
1 8:00 大江忠彦 （阿） 笠原正裕 （ク） 一瀬泰彰 （司） 郷郁夫 （東）
2 8:08 清藤眞次 （司） 片山厚志 （宇） 古閑達郎 （菊） 木庭慶章 （東）
3 8:16 西徹 （大） 柳沢稔 （南） 森木秀朋 （司） 三浦洋治 （阿）
4 8:24 田中秀文 （玉） 一寶誠二 （司） 山口光雄 （ヒ） 村田紀顕 （南）
5 8:32 福永敏夫 （城） 堀田啓二 （矢） 青木政美 （八） 園和弘 （草）
6 8:40 杉本敬志 （八） 児玉健三 （熊） 松永文夫 （中） 中山初義 （ヒ）
7 8:48 宮﨑真司 （肥） 河野修 （空） 松本昭二郎 （八） 岡田久也 （池）
8 8:56 大林裕之 （空） 坂井信 （大） 黒川裕司 （菊） 丸山睦夫 （鹿）
9 9:04 三浦誠一 （南） 前田敏朗 （九） 木下高明 （矢） 織田健一郎 （あ）
10 9:12 栃原光信 （城） 福田成男 （南） 島田隆介 （岱） 横山伊三生 （肥）
11 9:20 本山聖英 （ワ） 藤原啓志 （東） 山冨治義 （球） 小馬田猛 （八）
12 9:28 緒田利昭 （中） 梶岡吏 （肥） 薮隆司 （矢） 安楽新一 （大）
13 9:36 廣田谷助 （中） 山田勇三 （鹿） 上田幸雄 （南） 小橋一夫 （東）
14 9:44 野田昌伸 （中） 坂本親也 （城） 大橋久美男 （岱） 吉野武司 （肥）
15 9:52 佐々木徹 （中） 川﨑高城 （マ） 伊藤寿文 （草） 喜田友幸 （鹿）
16 10:00 江﨑洋一 （司） 池尻良平 （鹿） 渡辺猛 （中） 吉本浩 （マ）
17 10:08 小杉康之 （空） 下村次弘 （矢） 松尾喜久男 （南） 辻田昭吾 （中）
18 10:16 坂本功夫 （中） 清水孝明 （鹿） 元田修 （司） 松尾昇一 （宇）
19 10:24 田口保 （中） 田辺十郎 （宇） 村川米蔵 （八） 嘉副彰彦 （鹿）

イン
組 スタート 氏　名 受付 氏　名 受付 氏　名 受付 氏　名 受付
1 8:00 今村浩文 （熊） 四方田徹 （草） 池端誠 （九）
2 8:08 杉田福夫 （草） 村中尊裕亀 （大） 甲斐秀和 （矢） 井手康幸 （阿）
3 8:16 松尾勝彦 （日） 薮田幸広 （不） 太田賢二 （城） 城賢悟 （九）
4 8:24 切通孝幸 （菊） 合澤啓貴 （熊） 松村秀邦 （中） 上田宗太郎 （リ）
5 8:32 田山浩一 （南） 井川博喜 （中） 黒木鉄馬 （池） 中島正信 （央）
6 8:40 川床貴志 （央） 米島久 （鹿） 園田一広 （南） 竹部能史 （草）
7 8:48 松永新吉 （鹿） 塩谷賢治 （ヒ） 角町三生 （九） 藤原良 （熊）
8 8:56 渡辺健次 （鹿） 中木戸至 （中） 藤枝信夫 （リ） 坂本茂 （ヒ）
9 9:04 田中千年 （岱） 古庄武志 （水） 林田猛 （船） 塚本啓二 （グ）
10 9:12 木下英文 （水） 池田幸弘 （岱） 斉藤淳二 （日） 水上淳一 （ワ）
11 9:20 境靖彦 （岱） 猿渡信二 （ヒ） 佐藤新 （東） 荒木義博 （船）
12 9:28 山下喜三隆 （草） 吉村將喜 （鹿） 力丸俊二 （矢） 大村智幸 （池）
13 9:36 緒方和秋 （中） 吉丸政光 （岱） 住田義春 （大） 粟津信也 （船）
14 9:44 井上崇 （東） 井島修一 （南） 山村龍一 （池） 仮屋俊一 （ワ）
15 9:52 森紀行 （ヒ） 小嶋龍也 （阿） 大前靖 （八） 岩永充己 （ワ）
16 10:00 馬場晴次 （菊） 藤重克介 （九） 野田三徳 （高） 本多幸夫 （リ）
17 10:08 坂口春雄 （九） 松茂正實 （池） 本山守 （中） 西本英治 （草）
18 10:16 久保益男 （ヒ） 林敬三 （東） 福重寛 （ク） 中村康俊 （中）
19 10:24 谷川哲 （東） 本田博文 （南） 高口健一 （玉） 神山繁廣 （肥）

（注）組合せ及びスタート時刻は、欠場者のあった場合に一部変更する事があります。
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