
開催日：2022年10月6日(木)　参加者数：108名

開催場所：岩手ゴルフ倶楽部 新山コース　距離：6,229Y PAR 72 東北ゴルフ連盟

OUTスタート
組数 時間 氏　名 所　属 氏　名 所　属 氏　名 所　属

1 8:00 高橋　　　諭 岩手 西尾　　　章 杜の公園 山坂　　幸彦 南部富士

2 8:08 阿部　　　敦 泉国際 尾川　　美樹 南岩手 月田　　　実 山形南

3 8:16 栁沼　　達男 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 菅　　　完治 盛岡 小杉　　　恵 おおさと

4 8:24 雛鶴　秋四郎 安比高原 阿部　　依弘 利府 瀧澤　　正人 南岩手

5 8:32 丹　　　利男 五浦庭園 高橋　　満男 南部富士 加藤　　良夫 気仙沼

6 8:40 大友　　富雄 表蔵王国際 佐々木　儀一 盛岡ハイランド 明間　　高遠 大館

7 8:48 大森　　康弘 五浦庭園 丸元　　章弘 杜の公園 加藤　　公一 盛岡

8 8:56 菅野　　義光 江刺 佐藤　　　軒 富谷 工藤　　昌伸 盛岡ハイランド

9 9:04 今野　　義信 松島チサン 木村　　誠悦 ローズランド 佐藤　　正美 大仙市民

10 9:12 加藤　　一弘 宮城野 中居　　孝行 八戸 岩崎　　　茂 盛岡

11 9:20 腰山　　武治 秋田北空港ｸﾗｼｯｸ 菅野　　弘見 南岩手 古川　　昌宏 安達太良

12 9:28 村上　　洋二 盛岡 鈴木　　　實 仙台クラシック 鈴木　　淳策 ローレルバレイ

13 9:36 村山　　一仁 パーシモン 畠山　　克郎 一関 竹村　　良司 秋田椿台

14 9:44 坂本　　幸博 宮古 梅木　　英造 湯の浜 佐藤　　養治 表蔵王国際

15 9:52 伊藤　　　昇 青森ロイヤル 相澤　　　敬 仙台 佐藤　　　進 一関

16 10:00 千田　　雅寛 気仙沼 佐川　　博之 ﾉｰｽﾊﾝﾌﾟﾄﾝ 髙橋　　忠春 ローズランド

17 10:08 菅原　　幸喜 宮城 千葉　　幸司 南岩手 沢渡　　義人 山形

18 10:16 佐々木　清隆 盛岡ハイランド 石森　　義信 花の杜 木村　　長門 利府

INスタート
組数 時間 氏　名 所　属 氏　名 所　属 氏　名 所　属

19 8:00 小岩　　正一 岩手 中山　　健二 宮城 村上　　　一 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ

20 8:08 千田　　正純 盛岡 梅津　　輝夫 羽後 松島　　成吉 杜の公園

21 8:16 齋藤　　　博 表蔵王国際 照井　　貞行 盛岡南 小林　　啓一 山形南

22 8:24 鴫原　　功一 安達太良 菅原　　正志 一関 鈴木　　竹生 利府

23 8:32 藤本　　次郎 八幡平 立石　　博政 花の杜 石山　　昭市 大仙市民

24 8:40 髙松　　新也 松島チサン 渡部　　森一 会津磐梯 佐藤　　一雄 きたかみ

25 8:48 大内　　芳弘 大玉 千田　　　均 西仙台 伊藤　美津夫 盛岡南

26 8:56 安孫子　　平 山形南 稲村　　敏明 安達太良 小原　　善信 北上市民

27 9:04 中鉢　　康裕 大崎 渡辺　　武博 秋田椿台 橘　　　美樹 ローズランド

28 9:12 松本　　重顕 山形南 尾形　　則昭 仙台クラシック 佐藤　　　修 江刺

29 9:20 吉田　　文明 盛岡 佐藤　　信夫 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 牧山　　軍司 仙台空港

30 9:28 林　　　　靖 安達太良 佐藤　　芳弘 富谷 紺野　　悦男 江刺

31 9:36 熊谷　　　昇 盛岡 橋本　　直行 表蔵王国際 丸藤　　孝雄 大仙市民

32 9:44 神田　　良則 会津磐梯 佐々木　幸夫 盛岡南 瀬戸　　一正 松島国際

33 9:52 髙澤　　健一 利府 櫛田　　章雄 サラブレッド 下川原　　司 栗駒

34 10:00 去石　　春見 南部富士 菊地　　敬二 ローレルバレイ 鈴木　　健司 富谷

35 10:08 佐藤　　廣美 一関 松村　　藤夫 山形南 佐藤　　常之 ローレルバレイ

36 10:16 原子　　隆文 青森ロイヤル 佐藤　　　保 安達太良 真山　　和幸 一関

注意事項
１．欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
２．プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
３．プレー中、携帯電話の使用は禁止する。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
　加盟倶楽部会員：所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
　加盟倶楽部会員以外：連盟事務局宛（会期間中は開催コース内大会本部）にFAXで送付すること。
　無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め１年間連盟主催競技への出場を停止する。 競技委員長　工藤　悟

2022年度（第28回）東北ミッドシニアゴルフ選手権競技

《組合せ及びスタート時刻表　第1ラウンド》


