
開催日：2022年8月25日(木)　参加者数：105名

開催場所：仙台クラシックゴルフ倶楽部　距離：7,018Y PAR 72 宮城ゴルフ連盟

OUTスタート
組数 時間 氏　名 所　属 氏　名 所　属 氏　名 所　属

1 8:00 髙山　　義朋 泉国際 齋藤　　亮一 表蔵王国際 髙城　　圭一 仙台クラシック

2 8:08 黄川田　達也 泉パークタウン 佐藤　　義浩 グレート仙台 内海　　靖宏 松島チサン

3 8:16 西村　　輝彦 仙台ヒルズ 草刈　　拓也 松島国際 大場　　吉彦 杜の公園

4 8:24 佐々木　英二 杜の都 伊藤　　暢彦 利府 佐々木　　浩 おおさと

5 8:32 林　　　秀利 仙台クラシック 松川　　　忍 仙台空港 内山　　浩介 西仙台

6 8:40 後藤　　　崇 宮城 遠藤　　　謙 花の杜 佐藤　　正人 杜の公園

7 8:48 金　　　浩樹 おおさと 石田　　瑞樹 グレート仙台 渡邊　　貴秀 杜の都

8 8:56 山本　　禎士 仙台 佐藤　　栄徳 仙台ヒルズ 松本　　　司 松島チサン

9 9:04 沼田　　光樹 杜の公園 須田　圭一郎 利府 広瀬　　彰太 杜の都

10 9:12 佐藤　　光政 東蔵王 庄子　　伸弥 泉国際 相澤　　　敬 仙台

11 9:20 佐々木　魁斗 杜の都 福田　　輝明 西仙台 大泉　　大介 富谷

12 9:28 川上　　　浩 仙台 赤間　　弘一 仙台空港 佐々木　　研 宮城

13 9:36 髙松　　新也 松島チサン 德田　　嵩海 表蔵王国際 伊藤　　直人 杜の公園

14 9:44 鈴木　　　豪 泉国際 藤田　　高弘 仙台空港 桜庭　　勝彦 利府

15 9:52 根本　　　亨 杜の都 内海　　雄亮 松島チサン 安部　　　茂 仙台ヒルズ

16 10:00 西館　　俊介 杜の都 小坂　　武士 杜の公園 高橋　　秀朋 仙台空港

17 10:08 佐藤　　　秀 杜の公園 増淵　　悠介 おおさと 及森　　善弘 杜の都

INスタート
組数 時間 氏　名 所　属 氏　名 所　属 氏　名 所　属

1 8:00 菅原 　　充 仙台クラシック 中川　　賀文 松島国際 狭間　　俊弘 東蔵王

2 8:08 狩野　　博行 杜の都 石川　　和典 松島チサン 菊田　　直史 表蔵王国際

3 8:16 広橋　　貴寿 仙台 高橋　　順一 杜の都 関根　健太郎 グレート仙台

4 8:24 小田島　　透 杜の都 佐藤　　　洋 仙台ヒルズ 渡邉　　文人 松島チサン

5 8:32 増田　　武志 泉パークタウン 鄭　　　洙成 おおさと 祐源　　智文 杜の公園

6 8:40 河本　　和弘 仙台 山田　　典明 杜の都 曽我　　元博 西仙台

7 8:48 星　　　直明 仙台 笹川　　敏幸 表蔵王国際 西澤　　貴文 松島チサン

8 8:56 臼井　　泰仁 利府 杉山　　吉俊 杜の都 大河原　　健 宮城県連個人会員

9 9:04 佐藤　　竜也 表蔵王国際 平松　　英次 仙台 加藤　　正浩 杜の都

10 9:12 高野　幸治郎 グレート仙台 武本　　信彦 仙台ヒルズ 佐藤　　圭三 太白・秋保

11 9:20 横山　　　誠 仙台空港 真多　　一壽 松島チサン 武田　　　敦 利府

12 9:28 花田　　龍一 杜の公園 阿部　　貴史 グレート仙台 青柳　　　一 利府

13 9:36 星山　　篤志 仙台 橋本　　直行 表蔵王国際 清水　　　望 花の杜

14 9:44 及川　　　正 杜の都 赤間　　　貴 松島国際 田中　　正文 杜の公園

15 9:52 伊深　　裕晃 表蔵王国際 千葉　　弘一 グレート仙台 伊藤　　博文 仙台空港

16 10:00 新山　　隆宏 仙台空港 髙野　　賢司 杜の都 小野　　和久 西仙台

17 10:08 佐々木　正道 仙台ヒルズ 岩間　　浩樹 松島チサン 松川　　　実 杜の都

18 10:16 結城　　義秀 西仙台 的場　　　要 杜の公園 大西　　康夫 宮城

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。
　FAX番号 連盟：022-225-8297／開催コース：022-358-1148 競技委員長　菊田　浩之

2022年度（第15回）宮城県ミッドアマチュアゴルフ選手権競技
兼　第16回東北ミッドアマチュアゴルフ選手権競技・宮城県予選

《組合せ及びスタート時刻表　第1ラウンド》


