
№1 スタート（Woods） 0:09 №1０ スタート（Ocean）
【スーパーシニア】 【シニア】
№ TIME 歳 所属 スコア № TIME 歳 所属 スコア № TIME 歳 所属 スコア № TIME 歳 所属 スコア

＊ 渡慶次賀泰 74 かねひで喜瀬ＣＣ +18 ＊ 仲宗根祥仁 16 宜野座高校 +6 ＊ 阿波根　直哉 54 パームヒルズＧＲＣ +8 ＊ 石亀三四郎 63 パームヒルズＧリゾート +15

＊ 伊藤　謙二 67 松本ＣＣ +17 0:00 秋葉　真一 55 関文グループ +1 ＊ 庄嶋　毅 52 福岡ＣＣ +8 ＊ 原　一雄 62 美里ＧＣ +15

0:00 松井　功 79 烏山城ＣＣ +12 0:00 溝口　英二 56 フリー +1 0:00 友利　勝良 66 サニクリーン +4 ＊ 手塚　浩二 65 あづみ野ＣＣ +15

0:00 鷹巣　南雄 78 鹿野山ＧＣ +8 0:00 森田　徹 51 エクセレントサービス +1 0:00 平野　智行 51 フリー +4 0:00 川上　典一 65 フリー +7

＊ 小澤　孝男 70 武蔵ＣＣ +16 ＊ 西野　伸幸 64 森林公園GC +6 ＊ 山口　幸則 59 パームヒルズＧリゾート +9 ＊ 鈴木　一成 52 平川CC +16

＊ 玉城　栄喜 69 かねひで喜瀬ＣＣ +15 0:00 東　　聡 60 フリー +1 ＊ 上門　貞夫 63 琉球ＧＣ +9 ＊ 峯澤　克之 65 メイプルポイントＧＣ +16

0:00 小川　清二 78 琵琶池ＧＣ +7 0:00 田村　尚之 56 ダイクレ +1 0:00 加瀬　秀樹 61 フリー +4 ＊ 福住　幸久 69 ダイナスティＧＣ有明 +16

0:00 須貝　昇 71 フリー +5 0:00 清水　洋一 58 フリー 0 0:00 日下部光隆 52 ゼウスエンタープライズ +4 0:00 牧野　裕 65 新昭和 +7

＊ 島袋　永伸 68 かねひで喜瀬ＣＣ +14 ＊ 野村　卓洋 52 平塚富士見CC +5 ＊ 宇久村　栄 55 かねひで喜瀬ＣＣ +9 ＊ 運天　勇 52 かねひで喜瀬ＣＣ +16

＊ 石井　重次 76 メイプルポイントＧＣ +12 0:00 髙見　和宏 61 フリー 0 ＊ 髙安　覚 67 パームヒルズＧリゾートＣ +10 ＊ 成塚　義治 54 浜野ＧＣ +16

0:00 山本　善隆 70 城陽ＣＣ +4 0:00 デービッド　スメイル 50 ニュージーランド 0 0:00 奥田　靖己 61 ユニテックス +4 ＊ 山田　竜平 65 芳賀ＣＣ +16

0:00 佐野　修一 73 レイケン +4 0:00 丸山　大輔 50 アイテック 0 0:00 桑原　将一 52 フリー +4 0:00 河村　雅之 54 安芸ＣＣ +7

＊ 下里　彰 72 オーシャンＣＣ +10 ＊ 松下　宗嗣 59 琉球ＧＣ +4 ＊ 山本　浩 62 我孫子ＧＣ +10 ＊ 小野寺清貴 56 ＰＧMリゾート沖縄 +17

＊ 志賀　正信 70 高坂ＣＣ +9 0:00 堺谷　和将 50 チーズ王国 0 ＊ 赤木　和彦 59 洲本ＧＣ +11 ＊ 金城　彰 61 オーシャンキャッスルＣＣ +18

0:00 初見　充宣 68 立科ＧＣ 0 0:00 堤　隆志 58 フリー 0 0:00 倉本　昌弘 65 フリー +4 ＊ 小野　貴弘 50 さいたま市ゴルフ協会 +18

0:00 海老原清治 72 我孫子ＧＣ -1 0:00 相澤　敏弘 54 サインズ -1 0:00 渡辺　司 64 セガサミーＨＤ +4 0:00 中根　初男 58 大利根ＣＣ +8

＊ 下江　弘 53 ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ +1 ＊ 中村　正美 55 太平洋クラブ +11 ＊ 齋藤　公義 68 習志野ＣＣ +19

＊ 鈴木　正一郎 62 鈴木鉄興㈱ +8 0:00 桑原　克典 52 ミズノ -1 ＊ 賀数　心南 17 興南高校 +11 ＊ 川口　健 61 神戸三田ＧＣ +19

＊ 中上　浩三 58 エイコー社 +8 0:00 井戸木鴻樹 59 小野東洋ＧＣ -1 0:00 早野　健 55 フリー +4 ＊ 三木　康司 60 カレドニアンＧＣ +19

0:00 手嶋　多一 52 ミズノ +4 0:00 沢田　尚 52 マーシフルハート -1 0:00 尾崎　直道 64 国際スポーツ振興協会 +4 0:00 米山　剛 56 グリーンヒルゴルフパーク +8

0:00 中村　通 70 フリー +3 ＊ 仲村　達也 56 かねひで喜瀬ＣＣ 0 ＊ 宮国　正 54 オーシャンキャッスルＣＣ +11 ＊ 篠原　耕造 61 岡山霞橋ＧＣ +19

＊ 田中　陽介 51 白鷺ゴルフクラブ +7 0:00 篠崎　紀夫 51 北谷津Ｇガーデン -1 ＊ 片岡　弘幸 58 太平洋Ｃ +11 ＊ 守谷　征広 57 赤坂ＣＣ +19

0:00 大山　雄三 56 ＴＰＧＣ +3 0:00 細川　和彦 50 茨城ＧＣ -1 0:00 髙橋　勝成 70 シナコバ +4 ＊ 金子　泰雄 64 横浜ＣＣ +20

0:00 飯島　宏明 50 シンコークリエイティブ +3 0:00 野仲　茂 50 横浜ＣＣ -1 0:00 桧山英一郎 50 レイク相模ＣＣ +5 0:00 小山内　護 50 フリー +8

0:00 谷口　徹 53 フリー +3 0:00 冨永　浩 60 フジプリグループ -2 ＊ 大栁　博也 55 太平洋Ｃ +12 ＊ 佐藤　秀樹 60 美里ＧＣ +21

＊ 伊禮　進 60 埼玉国際ＧＣ +7 0:00 水巻　善典 62 鳴尾ＧＣ -2 ＊ 関口　洋一 51 平塚富士見ＣＣ +13 ＊ 小川　成久 56 信楽CC 杉山C +22

0:00 崎山　武志 58 アビバＨＤ +3 0:00 比嘉　勉 57 アコーディアゴルフかずさＣＣ -2 0:00 植田　浩史 62 太平洋クラブ益子ＰＧＡ Ｃ +5 0:00 辻　哲之 50 太平洋Ｃ六甲Ｃ +9

0:00 山添　昌良 53 シーミュージック +3 0:00 塚田　好宣 51 フリー -2 0:00 飯合　肇 67 国際スポーツ振興協会 +5 #N/A

0:00 室田　淳 65 長寿の里 +2 0:00 南崎　次郎 51 立野クラシックＧＣ -2 ＊ 喜久山紗弥 16 宜野座高等学校 +14 ＊ 山本　守明 62 神戸三田ＧＣ +23

＊ 林　　明 53 関西ＧＣ +7 0:00 中山　正芳 52 十勝海運 -2 ＊ 比嘉　祐貴 13 具志川中学校 +14 ＊ 北東　德治 57 美奈木GC +23

0:00 鈴木　亨 54 ミズノ +2 0:00 真板　潔 61 フリー -2 0:00 鹿志村光一 51 Ｋ’ｓ　ＧＯＬＦ　ＬＯＵＮＧＥ +5 0:00 尾崎　健夫 67 エフティグループ +10

0:00 川岸　良兼 54 フリー +2 0:00 小川　哲広 50 富士Ｃ可児Ｃ -2 0:00 白潟　英純 54 九州ＧＣ　八幡Ｃ +6

0:00 深堀圭一郎 52 ラテール・エンタプライズ +2 0:00 伊澤　利光 53 フリー -3 ＊ 泊口　雅弘 55 守礼ＣＣ +14 ＊ 菊川　裕史 50 グランフィールズＣＣ +24

＊ 國吉　真史 56 かねひで喜瀬ＣＣ +6 0:00 寺西　明 55 安原ＨＤ -3 ＊ 五十嵐　俊一 55 開発エンジニアリング +14 ＊ 鈴木　俊武 56 メイプルポイントＧＣ +28

0:00 柳沢　伸祐 54 アビバＨＤ +2 0:00 久保　勝美 58 高根ＣＣ -3 0:00 白浜　育男 62 ＲｏｍａＲｏ +6 0:00 小島　正典 53 春日部西口Ｇセンター +10

0:00 兼本　貴司 50 グリーンバーズＧＣ +2 0:00 羽川　豊 63 ＩＰＯＣ -4 0:00 萩原　浩一 61 国際スポーツ振興協会 +6

0:00 岡茂　洋雄 52 鷹の巣ＧＣ +1 ＊アマチュア ※この組合せは変更する場合があります 競技管理委員会
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【シニア】
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