
サンケイスポーツ・シニア＆レディーズ クラブタイトルホルダーズ ゴルフトーナメント2015

組 OUT 氏     名 所  属 氏     名 所  属 氏     名 所  属 氏     名 所  属

1 7:44 長富　公守 美加ノ原CC 関原　二郎 花屋敷GC 石畑　耕司 池田CC

2 7:52 金本　隆雄 KOMACC 伊原木敬二 岬CC 杉本　正人 きさいちCC 森田　文二 名古屋GC 【シニアの部】

3 8:00 岡　藤太郎 日野GC 前田　　一 茨木CC 奥野　重治 久美浜CC 深澤　　曻 新城CC 池田CC
4 8:08 坂本　　潤 東条の森CC　A 足立　元造 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊﾞﾚｰGC 野尻　慶久 信楽CC 辻野　　修 三木GC ｵﾘﾑﾋﾟｯｸGC
5 8:16 井上　真一 TOSHINさくらHillsGC A 末　純一郎 ﾚｲｸ浜松CC 滝本　成一 泉佐野CC 竹渕　文明 名古屋GC 加茂CC
6 8:24 荒木　正光 名阪ﾁｻﾝCC 織田　秀宣 東条の森CC 竹内　好次 三木GC 沖野　義也 久美浜CC 亀岡CC
7 8:32 佐合　享二 TOSHINさくらHillsGC 清田　敬一 亀岡CC 松井　　定 東条の森CC　A 山村　耕市 信楽CC 久美浜CC
8 8:40 小倉　　守 ｸﾞﾛﾜｰﾙGC 森下　　進 美加ノ原CC 前田　正行 加茂CC 出口　智靖 岬CC きさいちCC
9 8:48 河合　一人 TOSHINさくらHillsGC A 吉川　興治 池田CC 上野　道雄 白浜GC 辻村　又一 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸGC ｸﾞﾛﾜｰﾙGC
10 8:56 淀　　髙和 奈良国際GC 東野　　巌 ﾃﾞｨｱｰﾊﾟｰｸGC 油谷栄次郎 きさいちCC 八塚久佐志 ｻﾝﾛｲﾔﾙGC ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊﾞﾚ-GC
11 9:04 平田　賢治 亀岡CC 渡辺　修二 加茂CC 松浦　　暁 奈良国際GC 水口　廣司 高室池GC 信楽CC
12 9:12 木村　雄一 名阪ﾁｻﾝCC 太田　清一 ﾅﾊﾟﾗGC 松田　新二 奈良若草CC 信川　昌道 大阪GC 高室池GC
13 9:20 織田　嘉範 小野GC 荻野　憲夫 妙見富士CC 吉田勝太郎 東廣野GC 荒川　　眞 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸGC TOSHINさくらHillsGC Ａ 

14 9:28 橋本　司良 ｸﾞﾛﾜｰﾙGC 栗林　　修 日野GC 船岡　　登 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊﾞﾚ-GC 井口　　健 高室池GC 東条の森CC　Ａ

名古屋GC

奈良国際GC

組 IN 氏     名 所  属 氏     名 所  属 氏     名 所  属 氏     名 所  属 日野GC

1 7:52 市原　愛心 新城CC 松山　哲子 交野CC 池上佳寿子 茨木CC 美加ノ原CC
2 8:00 長谷川尚美 大宝塚GC 末　江里子 ﾚｲｸ浜松CC 髙田　美子 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸGC 三木GC
3 8:08 牧草眞由美 交野CC 小川千賀子 ﾛｰﾀﾘｰGC 久貝　昌子 ﾔﾏﾄCC 岬CC
4 8:16 大宮　理瑚 有馬CC 池側ゆう子 ﾔﾏﾄCC 池田　幹子 ﾗｲｵﾝｽﾞGC 香野　智子 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸGC 名阪ﾁｻﾝCC

【レディーズの部】

組 IN 氏     名 所  属 氏     名 所  属 氏     名 所  属 氏     名 所  属 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸGC

1 8:24 和田　忠彦 ﾔﾏﾄCC 辻井　道男 ﾗｲｵﾝｽﾞCC 西村　和文 大宝塚GC 交野CC

2 8:32 田嶋　好信 美加ノ原CC 山村　辰男 皇子山CC 成山　　勇 GC四条畷 松田　良寿 新大阪GC ﾔﾏﾄCC

3 8:40 坪井　良雄 茨木CC 大島　安雄 KOMACC 延安　賢一 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸGC 垣岡　　功 ﾗｲｵﾝｽﾞCC

4 8:48 嶋田　弘之 大神戸GC 河原林忠紘 皇子山CC 大槻　一弘 GC四条畷 森川　雅克 粟賀GC 【グランドシニアの部】

5 8:56 田上　裕弘 新奈良GC　A 小林　幸吉 比良GC 奥野　　誠 六甲CC　A 平野　　力 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊﾞﾚｰGC 赤穂CC

6 9:04 鈴木　忠夫 美加ノ原CC 別宮　　浩 大神戸GC 橋本利之助 新奈良GC 吉村　典男 瑞浪高原GC ABC GC

7 9:12 井上　恭弘 太子CC 平山　広一 KOMA CC 嶋田　　薫 赤穂CC 田辺　　茂 能勢CC ｵﾘﾑﾋﾟｯｸGC

8 9:20 島野　綱靖 新奈良GC　A 森崎　　中 泉ヶ丘CC 松本　真吾 洲本GC 尾黒　幸一 六甲CC 皇子山CC

9 9:28 佐久間博敬 東海CC 中村　辰三 新大阪GC 永田　昭南 久美浜CC 阿部　篤樹 赤穂CC GC四条畷

10 9:36 荒松　徳夫 大山ｱｰｸCC 土肥　孝好 ぜんCC 越智　勝利 彦根CC 松本　幸三 奈良若草CC KOMA CC
11 9:44 青木　武人 四日市CC 小林　一男 ABC GC 高下　弘之 ｱｲﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ千草 泉　　貴之 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸGC 新大阪GC
12 9:52 田村　憲明 大山ｱｰｸCC 米澤　　弘 交野CC 為岡　孜宗 六甲CC　A 宮崎　晋弥 信楽CC 新奈良GC　Ａ
13 10:00 中野治登士 ABC GC 岡﨑二三夫 ぜんCC 瀧野　昭司 月ヶ瀬CC 森　　　明 洲本GC 洲本GC

競技委員会 ぜんCC
※当日欠席者、その他の都合で組み合わせを変更することがある。 大山ｱｰｸCC
※スタート時刻５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。 大神戸GC
※９ホール終了後、プレーの遅延にならない限り、クラブハウスに立ち入り昼食をとることができる。 美加ノ原CC

※当日の練習は指定練習場（当日明示する）於いて行うこと。　ハーフラウンド後のパター練習は可 ﾗｲｵﾝｽﾞCC

※無断欠席の場合、来年度の本競技への出場を認めない。 六甲CC　　Ａ

※選手の携帯電話の使用を禁止とする。

※シューズの限定／スパイクレス及びソフトスパイクシューズに限定いたします。

１ｓｔ ラウンド（シニア） オリムピックゴルフ倶楽部 平成27年6月3日

クラブ対抗
出場クラブ

１ｓｔ ラウンド（レディーズ）

１ｓｔ ラウンド（グランドシニア）


