
第８回　登別シニアオープンゴルフ　　８月９日(火）スタート組合せ

OUT IN

8:00 杉原　敏一 宝力　寿教 藤岡　達彦 黒川　秀昭 1 8:05 佐藤　正一 中島　弘二 工藤　悟 丹　信雄

ユニテックス フリー 北海道カントリークラブ 登別CC推薦 国際スポーツ振興協会 フリー ローズランドカントリークラブ 大沼国際CC

8:10 岡茂　洋雄 坂本　圭治 米田　光雄 杉原　寛康 2 8:15 鷹巣　南雄 片山　康 三上　孝二 岡江　浩太郎

鷹の巣ゴルフクラブ GOLF Lab　G.select 新千歳C.C 山陽ゴルフ倶楽部 鹿野山G.C 片山康ゴルフ企画 大沼レイクGC 札幌テイネゴルフクラブ

8:20 清水　洋一 早野　健 田中　一彦 三上　寿 3 8:25 奥田　靖己 溝口　英二 本間　司朗 伊藤　睦之

フリー フリー ハッピーバレーゴルフクラブ札幌 桂ゴルフ倶楽部 ユニテックス フリー シャムロックC.C ハッピーバレーゴルフ倶楽部札幌

8:30 寺西　明 小山内　護 野村　光孝 坂本　幸一 4 8:35 東　聡 小菅　隆志 込堂　善一郎 神山　和人

安原HD フリー 札幌ゴルフ倶楽部 鬼ノ城GC フリー グレート札幌 函館ゴルフ倶楽部

8:40 川岸　良兼 中島　武志 赤木　和彦 松田　義明 5 8:45 渡辺　司 山中　正直 寺埼　裕昭 久保　俊彦

フリー ミック.リガールグループ 洲本GC あさひケ丘カントリークラブ 安孫子ゴルフ倶楽部 フリー 恵庭カントリー倶楽部 函館ゴルフ倶楽部

8:50 丸山　大輔 飯島　宏明 蛯名　和明 木下　義幸 6 8:55 室田　淳 大橋　義幸 澤田　和伸 堀内　政史

アイテック シンコークリエィテブ 小樽カントリー倶楽部 ツキサップ 長寿の里 和幸カントリー倶楽部 ツキサップゴルフクラブ 大沼レイクGC

9:00 秋葉　真一 南崎　次郎 田中　陽介 松永　淳 7 9:05 髙橋　勝成 髙松　厚 五十嵐　稔 照井　康平

関文グループ 立野クラシックゴルフ倶楽部 白鷺GC 太平洋クラブ シナコバ ユニテックス 函館シーサイドCC 武蔵カントリー倶楽部

9:10 深堀　圭一郎 桑原　将一 実成　俊也 千田　直 8 9:15 海老原　清治 小溝　高夫 坂本　徹 長嶺　司

フォーラムアソシエイツ フリー 総武カントリークラブ 栗駒ゴルフ倶楽部 安孫子ゴルフ倶楽部 九州樹脂工業 六甲カントリー倶楽部 ベルビーチゴルフクラブ

9:20 宮瀬　博文 中山　正芳 一條　眞寛 戸澤　康人 9 9:25 芹澤　信雄 冨永　浩 伊藤　久哉 時安　大治

アイ.エー.エス.エス 十勝海運 北海道クラシック帯広コース 恵庭カントリー倶楽部 ㈱TSI フジプリグループ 栗駒GC 大雪山カントリークラブ

9:30 久保谷　健一 山田　雄二 寺谷　裕昭 信岡　史将 10 9:35 羽川　豊 桧山　英一郎 坂上　眞一 澤田　暁

フリー 日吉建設㈱ 函館ゴルフ倶楽部 成田ゴルフ倶楽部 IPOC レイク相模C.C 恵庭カントリー俱楽部 北海道CC

9:40 細川　和彦 山田　義孝 美山　正広 小島　一之 11 9:40 飯合　肇 伊藤　正己 戎崎　雅治 須賀　徹

茨城ゴルフ倶楽部 フナボリゴルフ 小樽カントリー倶楽部 大雪山カントリークラブ ISPS ㈱明智ゴルフ倶楽部 宇部72カントリークラブ グレート旭川カントリー倶楽部

9:50 髙見　和宏 佐藤　浩司 李　　誠 伊藤　和美 12 9:55 鈴木　亨 清家　和夫 鈴木　亜久里 外塚　勝也

フリー 福岡カンツリークラブ 中須ゴルフクラブ 登別カントリー倶楽部 ミズノ 北海道ブルックスカントリークラブ 桂GC 館山カントリークラブ

10:00 加瀬　秀樹 田中　泰二郎 三上　修一 富樫　基 13 10:05 久保　勝美 太田　誠 藤田　功美雄 森木　希久

国際スポーツ振興協会 フリー シャムロックCC ツキサップGC 高根カントリー倶楽部 太平ゴルフセンター 大沼レイクGC シャムロックC.C

10:10 立山　光広 平野　智行 小林　豊 西尾　浩介 14 10:15 崎山　武志 山添　昌良 温井　巧造 田川　昇

ファーストハウジング フリー 函館ゴルフクラブ スウエーデンヒルズ アビバHD フリー 柳井CC 御前水ゴルフ倶楽部

10:20 髙橋　朋載 清原　摂也 佐藤　伸彦 奥　　博 15 10:25 白浜　育男 老久保　安正 橋本　芳之 大立目　隆博

桜十字 登別CC推薦 御前水ゴルフ倶楽部 阿寒カントリー倶楽部 RomaRo フリー 那須小川GC グレート旭川カントリー倶楽部

10:30 田口　康祐 池田　克己 西口　桂代 鉢呂　健人

スパ＆ゴルフリゾート久慈 シャムロックCC 御前水ゴルフ倶楽部 旭川国際カントリークラブ

【ギャラリーの皆様にお願い】

＊クラブハウス内はトイレ以外の使用はご遠慮頂きます。

＊選手に同行して応援はできません。

＊観戦できるのは1番、9番、10番、18番ホールのティーイングエリア、グリーン付近になります。

＊コース入口付近で検温させて頂きますのでご協力をお願いします。

＊駐車場が満車の場合は観戦出来ない場合がございます。


