
　 　 　

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

（勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属）

11 タナカ　ツトム 12 シングウ　シュウジ 13 カマクラ　シンゴ 14 ハトウ　タイゾウ i11 マツモト i12 シラカワ i13 カムラ i14 フジタ　タケフミ

田中　　勤 ☆ 新宮　周二 ☆ 鎌倉　新吾 羽藤　泰三 ☆ 松本　英高 白川　智隆 ☆ 加村　秀明 ☆ 藤田　健文

21 カマダ 22 オオヤマ 23 バンドウ 24 カワハラ i21 アベ ヨシヒロ i22 サッサ ヒデユキ i23 シミズ アツシ i24 マツモト コウスケ

鎌田侑一郎 大山　勝照 坂東　大輔 川原　卓志 ☆ 阿部　義弘 ☆ 佐々　英之 ☆ 清水　　篤 ☆ 松本　幸典

31 イリエ 32 ソガワ 33 アシカガ 34 ヨコゼキ i31 ヒラモト コウイチ i32 モリトモ クニアキ i33 ニシウチ コウイチ i34 #N/A

入江美勇士 十川　知大 足利　　淳 横関　泰史 ☆ 平本　耕一 ☆ 森友　邦明 ☆ 西内　宏一 #N/A

41 アサハラ 42 ハマサキ 43 サントウ 44 ツカモト i41 タケダ シンスケ i42 カケイ　タカヒロ i43 ヤマモト　カオル i44 カナムラ　ヨシロウ

朝原　洋輔 浜崎慎太郎 山東　弘明 塚本慶太朗 ☆ 武田　晋典 ☆ 掛井　高広 ☆ 山本　　香 ☆ 金村　美郎

51 カモト　ヒデアキ 52 タナカ マサキ 53 タツミ　ハヤト 54 #N/A i51 ウチダ　ケイジ i52 イシカワ i53 フタガワ i54 ヒラオ

☆ 加本　秀明 ☆ 田中　正記 巽　　勇人 #N/A ☆ 内田　佳二 ☆ 石川　雄一 二川　弘康 平尾　公一

61 イケウチ 62 モリモト 63 ヌガ 64 #N/A i61 シミズ ヒデノリ i62 カタヤマ ヒロユキ i63 マツオカ ダイスケ i64 オノ　タカアキ

☆ 池内　紀雄 ☆ 森本　隆次 ☆ 奴賀　雄次 #N/A 清水　英紀 片山　洋介 松岡　大輔 小野　高明

71 イリタニ 72 モリ 73 イソノ 74 #N/A i71 タナカ マサトウ i72 ヤサカ ノブキ i73 イシカワ タケシ i74 キダ　トモヒロ

☆ 入谷　祥王 ☆ 森　　政之 ☆ 磯野　慎一 #N/A 田中　雅登 八阪　信樹 石川　武志 貴田　友広

81 ナガイ　マサヒデ 82 ヒノ　ナオキ 83 シミズケンタロウ 84 ヤマモト　マナブ i81 ハラ サダオ i82 タケオ　ヨシカズ i83 ミヤコ トシカズ i84 ツノ ノリフミ

永井　雅英 日野　直樹 清水健太郎 山本　　学 ☆ 原　　貞雄 ☆ 竹尾　吉主 ☆ 都　　俊和 ☆ 角　　徳文

91 オカダ 92 ニシマル 93 ツジ 94 ババ i91 イワミ タカトシ i92 ムラカミ コウイチ i93 フジイ ヒデタカ i94 ミチウエ ヒデキ

岡田　直樹 ☆ 西丸　二郎 ☆ 辻　　和宏 ☆ 馬場　一好 岩見　貴敏 ☆ 村上　浩一 藤井　英孝 道上　英樹

101 マナベ 102 スエツグ 103 オオタニ 104 ナカムラ i101 ワタナベ シンヤ i102 チュウジョウ シロウ i103 マサオカ　シンジ i104 ミツダ　エイジ

真部幸一郎 末次　　進 大谷　輝敏 中村　哲也 渡邊　慎弥 中條　史朗 正岡　慎司 光田　英二

111 フジイ　カズノリ 112 マナベ　トモノリ 113 クワハラ タツヤ 114 #N/A i111 イイマ i112 フクモト i113 キタムラ i114 #N/A

☆ 藤井　和則 眞鍋　友規 桑原　達也 #N/A 飯間　良一 福本　　剛 北村　真司 #N/A

121 オオサワ　タクヤ 122 アカセ　タカヒロ 123 ナカガワ　トモ 124 クロダ　アキオ i121 モリ　カズヒコ i122 イリエ i123 シライ　ヒデタカ i124 ミヤモト

大澤　卓哉 ☆ 赤瀬　孝博 中川　　智 黒田　昭男 ☆ 森　　和彦 入江　達也 白井　英隆 宮本　庸平

131 タニモト　イチロウ 132 センボ　ヒデカズ 133 ササキ　トシフミ 134 オオニシ　ケイスケ i131 アベ i132 モリノ i133 ウガ i134 アワノ

谷本伊知郎 ☆ 泉保　秀和 ☆ 佐々木紀文 ☆ 大西　圭昌 ☆ 阿部　　悟 森野　勝義 宇賀　一郎 ☆ 淡野　乃祐

141 キヨフネ　ノブユキ 142 タケモト　ダイスケ 143 サトウ　ヤスオ 144 #N/A i141 ミゾブチ i142 クボタ i143 カルベ i144 モリモト

清船　暢之 竹本　大佑 佐藤　安央 #N/A ☆ 溝渕　康裕 ☆ 窪田　好邦 ☆ 軽部　哲史 ☆ 森本　文夫

当日は6：30から受付開始となります　※当日、欠場者が出た場合、組み合わせ及びスタート時間を変更することがありますのでご了承ください。

【予選通過】一般クラス：上位５人　　シニアクラス：上位４人　※同ストロークの場合は、マッチング・スコアカード方式にて順位を決定します。

【検温】当日は会場にて検温を実施させていただきます。体温が37.5℃以上の場合は、出場をお断りする場合があります。※参加同意書（HPサイトに掲載）をご持参ください。

※大会欠場の連絡は、7/15（金）18：00まではスポーツニッポン新聞社(℡06-6346-8522）まで、以降はは高松グランドCC(℡087-898-2281)までお願いします。無断欠席の場合、次年度から出場をお断りする場合があります。

14 9:44 28 9:44

(アセッターズ・高松グランド) (自営・チサン北条) (自営・屋島) #N/A

(自営・ＪＧＡ) (広島ガスライフ・鷹ノ巣) (自営・ＪＧＡ) (自営・ＪＧＡ)

(自営・髙松グランド) (自営・高松グランド) (自営・髙松グランド) (えざき・高松グランド)

(自営・屋島) (自営・ＪＧＡ) (自営・ＪＧＡ) (自営・ＪＧＡ)

(大三工業・満濃ヒルズ) (シンコユニ・高松ゴールド) (自営・ＪＧＡ) #N/A

(北条土地建物・小野) (香川県広域水道企業団高松ブロックセンター浄水課浅野浄水場・タカガワ新琴南) (三浦工業・ＪＧＡ) (ビリケンゴルフ・天野山)

13 9:36 27 9:36

(ひまわり・髙松グランド) (エムエム建材・髙松グランド)

12 9:28 26 9:28

(柳田運輸・松山シーサイド) (自営・ＪＧＡ) (サンヨー食品・レオマ高原) (今治クリーンセンター・チサン北条)

(佐々木重機・アルファ津田) (総合開発・高松グランド)

(電通・北六甲) (三ツ星ベルト・白鷺) (坂出東洋埠頭・高松) (道上食品・高松パブリック)

(自営・タカガワ東徳島) (竹尾工務店・オリムピック) (ＱｕiｄeｌＯｒｔｈо・ＪＧＡ) (香川大学・平川)

11 9:20 25 9:20

(藤井組・今治) (シンク・新居浜)

10 9:12 24 9:12

(多和砕石工業・高松グランド) (自営・高松パブリック) (自営・讃岐) (自営・ＪＧＡ)

(桑原運輸・新居浜) #N/A

(プラム・奈良国際) (福田整形外科病院・徳島) (川崎重工業・高松ゴールド) (吉田機械製作所・吉備高原)

(自営・ＪＯＹＸ上月) (真鍋海運・高松) (ＤＭリート・ＫＯＭＡ) (ドコモＣＳ四国・アルファ津田)

9 9:04 23 9:04

(香川トヨタ自動車・志度) (デコ・屋島)

8 8:56 22 8:56

(檜垣造船・松山シーサイド) (太陽石油・ＪＧＡ) (自営・松山シーサイド) (あいプランニング・松山シーサイド)

(辻クリニック・鮎滝) (自営・ＪＧＡ)

(サンラック・タカガワ新琴南) (香川大学・志度) (自営・タカガワ新琴南) (デンタルラボラトリーオラーレアルディジャーノ・高松ゴールド)

(ひめぎんリース・宇和島) (自営・ＪＧＡ) (自営・高松) (丸亀菱電テクニカ・タカガワ新琴南)

7 8:48 21 8:48

(自営・ロイヤル高松) (自営・高松グランド)

6 8:40 20 8:40

(自営・ＪＧＡ) (自営・ＪＧＡ) (自営・ロイヤル高松) #N/A

(自営・高松グランド) #N/A

(ケイワ工業・タカガワ東徳島) (阿波市・高川西) (にしうち動物病院・御所) #N/A

(大産工務店・四国) (住友商事ケミカル・三甲) (メタルワン特殊鋼・宝塚けやきヒル) (ｍａｔｕｋｙｕ・マンデー)

5 8:32 19 8:32

(加本商事・徳島) (自営・山陽)

4 8:24 18 8:24

(共栄溶材・鮎滝) (マツモト産業・ＪＧＡ) (梅田機工・ＪＧＡ) (阿波酸素・ＪＧＡ)

(トヨタレンタリース東四国・徳島) #N/A

3 8:16 17 8:16

(自営・ＪＧＡ) (自営・ＪＧＡ)

2 8:08 16 8:08

(美容室ＺＥＲＯ・ＪＧＡ) (高松美容・ＪＧＡ) (西日本特殊車両整備・ＪＧＡ) (ＲＩＳＥ　ＨＡＩＲ・ＪＧＡ)

(自営・ＪＧＡ) (自営・ＪＧＡ)

(済生会今治病院・チサン北条) (瀬戸内海病院・チサン北条) (自営・志度) (香川トヨタ自動車・エリエール) (香川トヨタ自動車・高松グランド) (自営・アルファ津田)

組 時間 組 時間

1 8:00 15 8:00

(ランクアップジャパン・松山シーサイド) (新宮ゴルフ製作所・松山シーサイド)

☆はシニア（55歳以上） ☆はシニア（55歳以上）

内閣総理大臣杯第53回日本社会人ゴルフ選手権四国予選

第37回四国社会人ゴルフ選手権

アウトスタート インスタート

と　き：2022年7月18日（月・祝）

ところ：高松グランドカントリークラブ

　☎　：０８７-８９８-２２８１


