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11 シングウ　シュウジ 12 タナカ　ツトム 13 ハトウ　タイゾウ 14 カマクラ　シンゴ 1011 ヤマオカ　タクジ 1012 マエダ　ジュンイチロウ 1013 モリタ　ナルヒコ 1014 カトウ　マサシ

☆ 新宮　周二 田中　　勤 羽藤　泰三 ☆ 鎌倉　新吾 山岡　拓史 前田順一郎 森田　成彦 加藤　雅士

21 モリ　カズヒコ 22 イリエ　タツヤ 23 シライ　ヒデタカ 24 ミヤモト　ヨウヘイ 1021 バンドウ　タダアキ 1022 ミイ　マコト 1023 ササキ　ダイスケ 1024 カマタ　マサナオ

☆ 森　　和彦 入江　達也 白井　英隆 宮本　庸平 ☆ 板東　忠明 三居　　誠 佐々木大輔 鎌田　昌直

31 イイマ 32 フクモト 33 アサノ　ショウタロウ 34 タカハシ 1031 ヒラモト　コウイチ 1032 ヨコヤマ　ヨシアキ 1033 ニシウチ　コウイチ 1034 モリトモ　クニアキ

飯間　良一 福本　　剛 浅野正太郎 高橋　秀和 ☆ 平本　耕一 ☆ 横山　愛明 ☆ 西内　宏一 森友　邦明

41 ニシマル　ジロウ 42 クボタ　タカシ 43 カシムラ 44 クオン 1041 ワタナベ　シンヤ 1042 モリ　タダシ 1043 マツモト　タカオ 1044 クロダ　ナオヒロ

☆ 西丸　二郎 ☆ 久保田剛司 ☆ 樫村　重樹 ☆ 権　　成基 渡邊　慎弥 森　　忠司 松本多嘉雄 黒田　尚宏

51 ヨコエ 52 サカイ 53 オオニシ 54 オオクボ 1051 オオヒガシ　シゲノリ 1052 サッサ　ヒデユキ 1053 ムラカミ　コウイチ 1054 フジタ　ツヨシ

横江　泰司 酒井　光生 大西　秀昭 大久保太朗 ☆ 大東　重則 ☆ 佐々　英之 村上　浩一 藤田　剛士

61 アベ　サトル 62 ミゾブチ　ヤスヒロ 63 クボタ 64 ウガ 1061 ハラ　サダオ 1062 ウチダ　ケイジ 1063 コバヤシ　ヨウジ 1064 カナムラ　ヨシロウ

☆ 阿部　　悟 ☆ 溝渕　康裕 ☆ 窪田　好邦 宇賀　一郎 ☆ 原　　貞雄 ☆ 内田　佳二 ☆ 小林　洋二 ☆ 金村　美郎

71 イケウチ　ノリオ 72 ヌガ 73 モリモト 74 マツモト 1071 イケウラ　マサヒト 1072 クロカワ　カズヒロ 1073 イリタニ　ヨシオ 1074 #N/A

☆ 池内　紀雄 ☆ 奴賀　雄次 ☆ 森本　隆次 ☆ 松本　英高 ☆ 池浦　正仁 ☆ 黒川　一宏 ☆ 入谷　祥王 #N/A

81 タニグチ 82 ナガマチ 83 ミヤモト 84 ヤマダ 1081 タナカ　マサキ 1082 タケダ　シンスケ 1083 モリ　エイジロウ 1084 フジタ　タケフミ

谷口　佳久 ☆ 長町　顕弘 宮本　佳治 山田　健介 ☆ 田中　正記 ☆ 武田　晋典 ☆ 森　英治郎 ☆ 藤田　健文

91 ハラ　ジュンジ 92 モリ　マサユキ 93 コヤマ 94 ウキタ 1091 ナカヤマ　ヒデシ 1092 スエツグ　ススム 1093 オオサカ　ノリタカ 1094 #N/A

原　　準二 ☆ 森　　政之 小山　和宏 浮田　　優 中山　秀師 末次　　進 逢坂　宜孝 #N/A

101 オカダ　ナオキ 102 ツジ　カズヒロ 103 ババ 104 シラカワ 1101 サイトウ　マサナリ 1102 ミヤワキ　ケイスケ 1103 ニホ　ケンタ 1104 フクシマ　シュウイチ

岡田　直樹 ☆ 辻　　和宏 ☆ 馬場　一好 白川　智隆 斎藤　正成 宮脇　啓介 仁保　健太 福島　秀一

111 イリエ 112 ソガワ 113 オカダ 114 ヨコゼキ 1111 イノウエ 1112 コウノ 1113 イジリ 1114 #N/A

入江美勇士 十川　知大 岡田　大志 横関　泰史 井上　智一 河野　守邦 井尻　勝也 #N/A

121 オオサワ　タクヤ 122 アカセ　タカヒロ 123 ハタ　ヤスヒロ 124 ワタナベ　コウヘイ 1121 マナベ　コウイチロウ 1122 ナカムラ　テツヤ 1123 モリ　トモヒロ 1124 オオタニ　テルトシ

大澤　卓哉 ☆ 赤瀬　孝博 秦　　泰宏 渡部　浩平 眞部幸一郎 中村　哲也 森　　智大 大谷　輝敏

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 ミタニ　カズシ 1131 タナカ　マサトウ 1132 イシモト　タクミ 1133 シミズ　アツシ 1134 ウエダ　クニヒコ

谷本伊知郎 泉保　秀和 ☆ 佐々木紀文 三谷　和士 田中　雅登 石本　　巧 ☆ 清水　　篤 植田　邦彦

141 シミズ　ヒデノリ 142 マナベ　トモノリ 143 オオタニ　ケン 144 クワハラ　タツヤ 1141 タケダ　ダイスケ 1142 タカノ　ケンタ 1143 カメイ　ユウスケ 1144 #N/A

清水　英紀 眞鍋　友規 大谷　　憲 桑原　達也 武田　大輔 髙野　健汰 亀井　勇典 #N/A

151 ヒラヤマ　タカフミ 152 オオニシ　リョウジ 153 アカイシ　ミツヨシ 154 ツノ　ノリフミ 1151 ツジタ　セイヤ 1152 ヨシノ　アキラ 1153 ツジタ　サトル 1154 ナカガワ　ツヨシ

平山　隆文 大西　良司 明石　光由 角　　徳文 辻田　晴也 吉野　　章 ☆ 辻田　　智 中川　　剛

161 ハトウ　サトシ 162 シノハラ　アツシ 163 タカハシ　ヒデヒラ 164 フジイ　カズノリ 1161 オオイソ　ヒロミ 1162 ササキ　トモヒロ 1163 ナカムラ　キミヒコ 1164 ハヤシ　ケンタロウ

☆ 羽藤　悟志 篠原　淳志 高橋　秀衝 藤井　和則 大礒　宏己 佐々木智裕 中村　公彦 林　健太郎

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６人　　シニアクラス：上位３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、大会前日(～18時)まではスポーツニッポン新聞社(℡06-6346-8522）、大会当日は高松グランド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。

☆はシニア（55歳以上） ☆はシニア（55歳以上）

内閣総理大臣杯第52回日本社会人ゴルフ選手権四国予選

第36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：2021年7月22日（木・祝）

ところ：高松グランドカントリークラブ

　☎　：０８７-８９８-２２８１

(瀬戸内海病院・チサン北条) (済生会今治病院・チサン北条) (村田機械・デイリー信楽) (メディカルオン・東条の森) (はら耳鼻咽喉科・ゴールデンバレー) (三菱重工業・明智)

組 時間 組 時間

1 8:00 17 8:00

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

3 8:16 19 8:16

(大三工業・満濃ヒルズ) (シンコユニ・高松グランド)

2 8:08 18 8:08

(自営・高松グランド) (自営・高松グランド) (自営・高松グランド) (ゴルフショップえざき・高松グランド)

(ビジネスブレイン太田昭和・高松ゴールド) (自営・ＪＧＡ) (ケイワ工業・タカガワ東徳島) (横山建設・御所) (にしうち動物病院・Ｊクラシック) (モリトモ・高川西)

(バンドーソックス・鳴門) (でんき屋みい・鳴門) (大真空・鳴門) (自営・鳴門)

5 8:32 21 8:32

(自営・琴平) (自営・琴平)

4 8:24 20 8:24

(デコ・屋島) (久保田麺業・満濃ヒルズ) (樫村病院・高松グランド) (こんスキンクリニック・志度)

(自営・琴平) (自営・琴平) (シスメックスＳＥＣ・三田レークサイド) (住友商事・武蔵) (三ツ星ベルト・白鷺) (藤田食品・太平洋六甲)

(北条土地建物・小野) (安全興業・白鷺) (松栄土木・神有) (コンフォート・千草)

7 8:48 23 8:48

(自営・ＪＧＡ) (自営・ロイヤル高松)

6 8:40 22 8:40

(自営・ＪＧＡ) (自営・屋島) (自営・屋島) (自営・ＪＧＡ)

(三洋海事・鮎滝) (自営・志度) (自営・ロイヤル高松) (自営・鮎滝) (自営・ロイヤル高松) #N/A

(自営・タカガワ東徳島) (株式会社サンラック・タカガワ新琴南) (自営・小豆島シーサイド) (丸亀菱電テクニカ・タカガワ新琴南)

9 9:04 25 9:04

(エフディアイ・高松) (アポハウス・高松グランド)

8 8:56 24 8:56

(高松市立みんなの病院・高松ゴールド) (高松市立みんなの病院・エリエール) (高松市立みんなの病院・ＪＧＡ) (自営・ＪＧＡ)

(中澤氏家薬業・高松グランド) (よんやく・ＪＧＡ) (グローバル商事・屋島) (自営・高松パブリック) (メガネの丸善・タカガワ東徳島) #N/A

(自営・山陽) (ひめぎんリース・宇和島) (モリグループホールディングス・エリエール) (自営・アルファ津田)

11 9:20 27 9:20

(自営・ＪＧＡ) (自営・ＪＧＡ)

10 9:12 26 9:12

(香川トヨタ自動車・志度) (辻クリニック・鮎滝) (自営・ＪＧＡ) (香川トヨタ自動車・高松ゴールド)

(自営・ＪＧＡ) (自営・ＪＧＡ) (世和産業・パシフィック) (アーバンレック・鮎滝) (ジャスト西日本・ＪＧＡ) #N/A

(広島印刷・広島紅葉) (蝶理・JGA) (ラフター・広島紅葉) (鮎滝カントリークラブ・高松ゴールド)

13 9:36 29 9:36

(ひまわり・高松グランド) (自営・高松グランド)

12 9:28 28 9:28

(柳田運輸・松山シーサイド) (自営・ＪＧＡ) (鶴丸海運・ＪＧＡ) (自営・チサン北条)

(佐々木重機・アルファ津田) (三谷釣具店・アルファ津田) (プラム・奈良国際) (自営・ジャパンクラシック) (メタルワン特殊鋼・宝塚けやきヒル) (システムサポート・JOYX上月)

(多和砕石工業・高松グランド) (自営・高松グランド) (高松青春ゴルフセンター・高松グランド) (自営・讃岐)

(三井住友信託銀行・鎌倉) (センコー・阪奈) (タニウム・高松パブリック) #N/A

14 9:44 30 9:44

(木村工業・JOYX上月) (シンク・新居浜) (幸観堂薬品・山陽) (桑原運輸・新居浜)

15 9:52

(スーパーゴルフガーデン・新居浜) (大西商店・琴平) (小田工業・タカガワ西徳島) (香川大学・平川)

16 10:00

(ギャラリーゴルフアーク・タカガワ新伊予) (エムズパッケージ・タカガワ新伊予) (コカコーラボトラーズジャパン・タカガワ新伊予) (石川健康堂・今治)

31 9:52

(スポーツ医学発信所・泉佐野) (日鉄テクノロジー・白鷺) (スポーツ医学発信所・泉佐野) (山陽特殊製鋼・白鷺)

32 10:00

(大進工業・広島紅葉) (アクティブ・広島紅葉) (GIFT・広島西) (ハヤシ断熱・芸南)


