
アウトスタート
組 時   間 氏     名 所属倶楽部 氏     名 所属倶楽部 氏     名 所属倶楽部 氏     名 所属倶楽部

1 8:00 山内 孝司 EGA 田中 信一 EGA 藤井 元廣 松山GC

2 8:08 安平 浩二 松山GC 大塚 裕章 松山国際GC 森崎 寛 松山GC

3 8:16 高橋 勉 EGA 杉野 好伸 高原GC 戒能 和俊 久万CC 大河内 豊 今治CC

4 8:24 番匠 新二 松山ロイヤルGC 越知 武紀 久万CC 浜田 健二 松山ロイヤルGC 高岡 重明 久万CC

5 8:32 佐伯 領 松山GC 浜川 裕之 松山GC 弓達 秀待 久万CC 水藤 昭夫 愛媛GC

6 8:40 清水 博 松山国際GC 高橋 初夫 愛媛GC 田宮 三喜雄 松山GC 川村 豊 松山ロイヤルGC

7 8:48 徳田 登子夫 愛媛GC 梅林 伸一 大洲GC 田頭 康和 愛媛GC 大成 照明 松山GC

8 8:56 斉本 信夫 道後GC 百田 達一 EGA 田中 響己 EGA

9 9:04 森内 信隆 松山シーサイドC 後藤 直樹 今治CC 竹内 康晴 チサンCC北条

10 9:12 赤瀬 淳治 EGA 明石 照正 今治CC 河野 勇太 EGA

11 9:20 赤瀬 嵩幸 今治CC 東野 雄樹 EGA 仲里 健人 EGA 大橋 浩太朗 EGA

12 9:28 田中 勤 松山シーサイドC 黒瀬 博 三原CC 中川 智 ﾚｵﾏ高原 浅井 晴太 松山国際GC

13 9:36 矢野 大洋 サンセットヒルズCC 藤田 政和 尾道GC 加藤 秀章 松山GC 篠原 和樹 ﾚｵﾏ高原

14 9:44 片山 将太 高原GC 松本 貴辰 タカガワ新伊予GC 伊藤 工 西条GC ⾧岡 蒼稀 EGA

15 9:52 新川 祐也 三原CC 細川 琢磨 松山シーサイドC ⾧曽我部 建作 EGA 石綿 佑羽 EGA

16 10:00 菊池 泰成 松山GC 木澤 太一 EGA 松木 諒 タカガワ新伊予GC 森下 紘 タカガワ新伊予GC

17 10:08 重川 健 尾道GC 市川 淳二 タカガワ新伊予GC 廣瀬 啓竹 土佐ﾕｰﾄﾋﾟｱ 竹井 一起 松山シーサイドC

18 10:16 大西 正彦 タカガワ新伊予GC 高木 一晃 松山国際GC 松田 真 北条CC 矢野 稜己 西条GC

イ ンスタート
組 時    間 氏      名 所属倶楽部 氏      名 所属倶楽部 氏      名 所属倶楽部 氏      名 所属倶楽部

19 8:00 田井 邦彦 EGA 村上 省三 松山ロイヤルGC 石﨑 保隆 チサンCC北条 脇中 豊一 松山国際GC

20 8:08 山内 昭 道後GC 渡部 篤 道後GC 井上 孝 タカガワ新伊予GC 吉岡 繁 EGA

21 8:16 佐藤 満盛 チサンCC北条 木村 亨 宇和島CC 中岡 真孝 EGA 瀬尾 一夫 西条GC

22 8:24 越智 秀信 松山シーサイドC 松本 美智雄 高原GC 村上 政隆 三原CC 仙波 英德 松山GC

23 8:32 和田 正志 松山GC 岡田 一功 新居浜CC 黒田 勇 新居浜CC 曽我部 善生 新居浜CC

24 8:40 小島 豊久 四万十CC 渡辺 正一 EGA 竹政 秀俊 高原GC 土遠 龍児 滝の宮CC

25 8:48 中西 義則 松山GC 坂井 淳一 四万十CC 久保田 広徳 滝の宮CC 藤井 和則 今治CC

26 8:56 神山 元 滝の宮CC 片岡 栄治 高原GC 三好 猛 ﾚｵﾏ高原 髙橋 均 EGA

27 9:04 金森 秀満 愛媛GC 福岡 浩二 愛媛GC 石井 一夫 愛媛GC 二宮 孝弘 宇和島CC

28 9:12 永見 勝 愛媛GC 岡田 俊彦 愛媛GC 新野 頼正 愛媛GC 砂川 浩康 滝の宮CC

29 9:20 神中 淳 高原GC 酒井 洋一 宇和島CC 末光 貞行 愛媛GC 増田 信博 高原GC

30 9:28 高橋 幸雄 道後GC 松岡 三郎 高原GC 露口 貴美雄 松山ロイヤルGC 田中 公規 高原GC

31 9:36 森口 峰夫 四万十CC 大石 常也 土佐ﾕｰﾄﾋﾟｱ 多和 忠彦 尾道GC 山内 政仁 松山GC

（注意事項）
   １、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。
   ２、欠席者のあった場合は、組合せを変更することがある。
   ３、シニアの部は白マークティ使用、Gシニアの部はゴールドマークティー使用、 一般の部は青マークティーを使用する。
   ４、競技の条件または、ローカル・ルールに追加、変更のあるときは、スタートに掲示して告示する。
    ※ 決勝(１３日）進出者はシニアの部上位４２名、グランドシニアの部上位２１名とする。

 一般の部上位３３名、
  同点の場合は、マッチング・スコアカード方式で決定する。更に同点の場合は、カウントバック方式とする。
　 なお、１２日(水)１７:００までに決勝欠席者がでた場合は、繰り上げて出場できる。

   ５、参加を取りやめる場合は、事前に松山ＧＣ（０８９－９６６－２１００）へとどけること。
   無断欠席の場合には来年度の当該競技を出場停止とする。

             （26名）                (52名)              (41名) 令和４年１０月１２日(水)

共  催   松山ゴルフ倶楽部
         南海放送株式会社

競技場   松山ゴルフ倶楽部
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