
開催日：2022年9月15日(木)　参加者数：120名

開催場所：蔵王カントリークラブ　距離：6,026Y 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 7:30 梅津　　宏治 蔵王 芳賀　　一雄 宇津峰 佐藤　　　武 仙台ヒルズ

2 7:38 中村　　　満 宇津峰 奥山　　　孝 山形南 髙橋　　　實 西仙台

3 7:46 権　　　純福 天童 梅津　　輝夫 羽後 吉田　　辰也 松島チサン

4 7:54 高橋　　莞爾 宮城野 小林　　啓一 山形南 齋藤　　　篤 パーシモン

5 8:02 藤本　　次郎 八幡平 佐々木　国吉 大崎 高橋　　忠明 南秋田

6 8:10 佐藤　　信夫 棚倉田舎 若林　　哲夫 表蔵王国際 木村　　　博 水沢ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ

7 8:18 佐藤　　廣美 一関 阿部　　俊行 泉国際 加藤　　昌宏 山形

8 8:26 梅木　　英造 湯の浜 鈴木　　　實 仙台クラシック 阿部　　吉一 きたかみ

9 8:34 佐々木　清市 大仙市民 荒　　　孝行 仙台空港 相澤　　輝欣 ローズランド

10 8:42 梅本　　茂俊 宮城 斎藤　　敏夫 福島・民報 高砂　　武司 天童

11 8:50 吉田　　光夫 福島・民報 八木橋　久和 天童 竹中　　勝男 表蔵王国際

12 8:58 佐藤　　宗幸 泉パークタウン 佐藤　　正男 猫魔ﾎﾃﾙ猪苗代 沼田　　昌見 きたかみ

13 9:06 村上　　洋二 盛岡 佐藤　　　保 安達太良 神崎　　　稔 松島国際

14 9:14 上田　　　仁 表蔵王国際 佐藤　　貞治 南岩手 滝田　　一人 宇津峰

15 9:22 浜　　　久晃 秋田 斉藤　　博志 仙塩 上田　　　章 富谷

16 9:30 勝又　　　實 仙塩 斉藤　　義蔵 さくらんぼ 渡辺　　勝一 サラブレッド

17 9:38 大原　　正一 宇津峰 碇　　　広志 ﾉｰｽﾊﾝﾌﾟﾄﾝ 斉藤　　良男 松島チサン

18 9:46 近江　　清志 仙塩 岡田　　昇久 きたかみ 石森　　義信 花の杜

19 9:54 沼田　　浩伺 棚倉田舎 牛渡　　　諭 宮城野 鈴木　　健司 富谷

20 10:02 野地　　勝巳 安達太良 氏家　　良典 宮城 竹村　　良司 秋田椿台

INスタート
組数 時間 氏　名 所　属 氏　名 所　属 氏　名 所　属

1 7:30 粕川　　憲一 蔵王 菊地　　　浩 棚倉田舎 宮本　　文寿 大崎

2 7:38 千田　　雅寛 気仙沼 菅野　　弘見 南岩手 内山　　敏行 矢吹

3 7:46 今野　　義信 松島チサン 橘　　　美樹 ローズランド 今間　　敏勝 さくらんぼ

4 7:54 根岸　　義勝 羽後 立石　　博政 花の杜 滝口　　君雄 山形

5 8:02 滝原　　　修 仙台空港 釜田　　栄吉 山形南 三塚　　尚可 泉国際

6 8:10 大和田　理雄 宇津峰 下川原　　司 栗駒 上野　　孝男 宮城

7 8:18 栁沼　　達男 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 吉野　　利明 蔵王 土肥　　　強 富谷

8 8:26 早坂　　啓信 仙台空港 飛渡　　藤市 さくらんぼ 岡崎　　治夫 山形南

9 8:34 林　　　　靖 安達太良 中村　　　修 宮古 三塚　　三男 西仙台

10 8:42 菅原　　　弘 大崎 月田　　　実 山形南 佐藤　　常之 ローレルバレイ

11 8:50 熊谷　　　昇 盛岡 市川　　哲郎 仙台 多田　　洋志 山形

12 8:58 武田　　　宏 杜の都 三浦　孝次郎 一関 砂押　　利春 山形

13 9:06 黒須　　　誠 安達太良 加藤　　良夫 気仙沼 高橋　　秀次 ローズランド

14 9:14 橋本　　　章 十和田国際 村上　　　一 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 松島　　成吉 杜の公園

15 9:22 寺島　　敏夫 パーシモン 加藤　　公一 盛岡 小山　　康己 富谷

16 9:30 佐藤　　信夫 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 滝沢　　三吉 西仙台 長井　　榮蔵 天童

17 9:38 川俣　　信幸 湯の浜 今野　　　均 杜の都 黒滝　　春夫 泉国際

18 9:46 伊藤　　　昇 青森ロイヤル 橋本　　　馨 大崎 沢渡　　義人 山形

19 9:54 遠藤　　光則 宮城 紺野　　悦男 江刺 阿部　　城人 仙台クラシック

20 10:02 佐々木　光雄 大館 牧山　　軍司 仙台空港 丸山　　　孜 蔵王

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　北村　　博

2022年度（第44回）東北グラン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》


