
0:08 ＩＮ（NO.10）
№ TIME 選手名 歳 所属 スコア № TIME 選手名 歳 所属 スコア № TIME 選手名 歳 所属 スコア № TIME 選手名 歳 所属 スコア

武井　泰道 71 フリー +4 小山内　護 52 フリー -2 藤本　茂 69 フリー +4 三木　由人 52 フリー +3

江本　光 68 フリー +4 清水　洋一 59 フリー -2 時任　宏治 69 朝霧ＣＣ +4 今井　克宗 50 フリー +3

菊一　利彦 73 フリー +3 井田　安則 57 奈良の杜ＧＣ -2 大野　雅幸 72 レインボーヒルズＣＣ +4 加藤　優 58 川口グリーンＧ +3

徳永　雅洋 69 リクルート +3 横田　真一 50 ＥＬＰＡ -2 橋爪　信彦 71 フリー +5 萩原　浩一 62 国際スポーツ振興協会 +3

飯合　肇 68 国際スポーツ振興協会 +3 細川　和彦 51 茨城ＧＣ -3 林　照康 67 ウイルビー +5 加藤　仁 62 国際スポーツ振興協会 +3

藤田　裕 70 フリー +3 杉山　直也 55 メナードＣＣ -3 井上　久雄 75 フリー +6 丸山　大輔 51 アイテック +3

山下　英章 69 能登ＣＣ +3 Ｊ・Ｍ・シン 50 ゴルフ問屋 ＪＯＧＳ -3 今村　実 72 川名Ｇパーク +6 鈴木　亨 56 ミズノ +3

青木　基正 72 フリー +3 倉本　昌弘 67 フリー -3 野口裕樹夫 72 国際スポーツ振興協会 +6

平野　浩作 70 白岡スポーツセンター +2 岩崎　幸司 51 ラ・グレースＧＣ -3 谷中　宏至 74 高松グランドＣＣ +6 河井　博大 50 アップフロントエージェンシー +3

橋本　日都 68 ヴィクトリアゴルフ +2 塚田　好宣 53 フリー -3 友利　勝良 67 サニクリーン +6 Ｇ・マイヤー 61 平川商事 +3

佐野　修一 74 レイケン +2 鈴木　一徳 50 フリー -3 佐藤　正一 74 国際スポーツ振興協会 +7 村上　克佳 51 ＴＭＧＢ +3

平林　孝一 73 よみうりＧＣ +2 崎山　武志 59 アビバＨＤ -4 小川　清二 79 琵琶池ＧＣ +7

中村　通 71 フリー +1 白潟　英純 56 九州ＧＣ　八幡Ｃ -4 阿久澤保弘 70 フリー +7

初見　充宣 69 立科ＧＣ 0 兼本　貴司 51 グリーンバーズＧＣ -4 青木　民也 75 草津ＣＣ +7 ※この組合せは欠場者があった場合、変更することがあります。

髙橋　勝成 72 シナコバ -2 横尾　要 50 フリー -4 寄川　宏 75 鹿野山ＧＣ +9 競技管理委員会

福沢　孝秋 70 諏訪湖ＣＣ -5 宮瀬　博文 51 アイ・エー・エスエス -4 山田　桂三 71 マスターズＧＧ多田院 +13

髙見　和宏 62 フリー -4

田口　康祐 55 スパ＆ゴルフリゾート久慈 -1 野上　貴夫 51 ホームテック -5 篠崎　紀夫 52 北谷津Ｇガーデン 0

井戸木鴻樹 60 小野東洋ＧＣ -1 渡部　光洋 50 小野東洋ＧＣ -5 盧　建　順 62 富邦金控 0

中山　正芳 54 十勝海運 -1 室田　淳 67 長寿の里 -6 飯島　宏明 51 シンコー 0

藤田　寛之 53 葛城ＧＣ -1 矢澤　直樹 51 ドリームショットＧＣ -6 清家　和夫 58 北海道ブルックスＣＣ +1

平塚　哲二 50 フリー -1 寺西　明 56 安原ＨＤ -7 梶川　武志 51 ＫＫＧＡ +1

山崎　克彦 51 ゴルフお直し本舗 -1 Ｐ・マークセン 56 ＳＩＮＧＨＡ -7 伊澤　利光 54 フリー +1

白浜　育男 63 ＲｏｍａＲｏ -1 Ｔ・ウィラチャン 55 ＳＩＮＧＨＡ -7 河村　雅之 55 安芸ＣＣ +1

溝口　英二 57 フリー -1 小島　正典 55 春日部西口Ｇセンター +2

Ｄ・スメイル 52 ゴルフ問屋 ＪＯＧＳ -2 加瀬　秀樹 62 国際スポーツ振興協会 +2
ソク・ジョンユル 53 フリー -2 田村　尚之 58 ダイクレ +2

佐藤えいち 51 ＥＮＡＧＩＣ -2 久保　勝美 60 高根ＣＣ +2

堤　隆志 59 フリー -2 桑原　克典 53 ミズノ +2
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ISPS HANDA・やっぱり面白いシニアトーナメント

ＯＵＴ（NO.1）
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シニアの部 FINAL ROUND

スーパーシニアの部 FINAL ROUND

２０２２年１０月２３日（日） 参加人数 シニアの部 ５８名・スーパーシニアの部 ３２名

サザンクロスリゾート
シニアの部 6,369yards/Par7１

スーパーシニアの部 5,806yards/Par7１


