
岡山県ゴルフ協会 期日: 2020年10月21日(水)
場所:

組 時刻 氏　　名 市町村 氏　　名 市町村 氏　　名 市町村 氏　　名 市町村 組 時刻 氏　　名 市町村 氏　　名 市町村 氏　　名 市町村 氏　　名 市町村

1 7:30 髙橋　一郎 倉敷市 石川　倫也 岡山市 守安　剛 総社市 菅田　佳範 倉敷市 1 7:30 西本　優希 岡山市 井川　武史 倉敷市 大塚　康行 総社市 田中　克己 岡山市

2 7:39 藤原　義規 岡山市 大⾧　勝二 岡山市 森山　均 浅口市 渡邊　俊明 倉敷市 2 7:39 高山　徹 倉敷市 山口　孝之 岡山市 和気　弘昭 倉敷市 掛谷　政夫 玉野市

3 7:48 岡本　正彦 岡山市 岡部　昭治 倉敷市 仲野　宗人 倉敷市 三和　浩一 早島町 3 7:48 中塚　啓二 倉敷市 原口　昭久 倉敷市 三知矢　湧斗 倉敷市 中川　智 総社市

4 7:57 梅田　圭治 倉敷市 佐伯　曉一 岡山市 清水　篤志 倉敷市 中山　敏正 倉敷市 4 7:57 文箭　真視 倉敷市 二宮　辰哉 倉敷市 狩屋　幸治 笠岡市 川上　元英 岡山市

5 8:06 三好　美照 倉敷市 森岡　文則 岡山市 荒木　翔也 倉敷市 大久保　清勝 総社市 5 8:06 川上　竜一 岡山市 大本　豊 福山市 定金　利宜 倉敷市 中島　隆聖 倉敷市

6 8:15 野田　恭兵 倉敷市 ⾧綱　昭 岡山市 家守　茂 倉敷市 森　立之 井原市 6 8:15 西野　泰典 岡山市 中桐　利行 岡山市 妹尾　孝司 岡山市 田中　祐以 倉敷市

7 8:24 小橋　俊治 倉敷市 田中　紘人 倉敷市 木村　紀代志 倉敷市 山上　寛海 倉敷市 7 8:24 三川　慎一 福山市 大江　康雄 倉敷市 下原　一臣 倉敷市 小川　朋之 里庄町

8 8:33 赤木　奨 倉敷市 藤原　勝志 倉敷市 轟　晋吾 倉敷市 同前　拓資 岡山市 8 8:33 古宮　由勢 笠岡市 岡本　昌樹 倉敷市 吉岡　晶 倉敷市 能瀬　勝洋 倉敷市

9 8:42 塚本　聡 玉野市 富永　和憲 倉敷市 平井　勝志 倉敷市 竹下　義久 倉敷市 9 8:42 大橋　修 浅口市 藤田　真吾 倉敷市 関川　和夫 倉敷市 安藤　大祐 岡山市

10 8:51 辺見　瑞一郎 総社市 古谷　栄一 倉敷市 小川　大介 倉敷市 日岡　章 岡山市 10 8:51 塚本　康男 赤磐市 花江　一優 岡山市 清水　孝浩 玉野市 高山　伸治 赤磐市

11 9:00 水田　卓志 笠岡市 友森　行男 倉敷市 山下　晴一 倉敷市 金光　洋二 備前市 11 9:00 山本　盛亮 笠岡市 河田　浩治 福山市 宮崎　光徳 倉敷市 山之内　明夫 倉敷市

12 9:09 佐川　有史 倉敷市 枝光　泰信 岡山市 熊本　八大 岡山市 滝田　大介 岡山市 12 9:09 高橋　哲也 早島町 龍川　和国 岡山市 大坪　厚司 笠岡市 原　知弘 岡山市

13 9:18 弘瀬　敦生 岡山市 窪田　大紀 岡山市 蓮池　哲也 倉敷市 高橋　康夫 岡山市 13 9:18 大島　一洋 倉敷市 木下　栄和 倉敷市 勝田　和宏 倉敷市 藤原　英昭 笠岡市

14 9:27 重見　秀則 笠岡市 白井　健一 倉敷市 渡辺　敬志 倉敷市 宇野　孝明 岡山市 14 9:27 永山　喜彦 倉敷市 大岡　康訓 倉敷市 井上　憲一 総社市 三好　孝志 倉敷市

15 9:36 流尾　信久 倉敷市 高木　裕次郎 倉敷市 定廣　進 岡山市 白井　博 倉敷市 15 9:36 水内　啓文 岡山市 難波　謙二 倉敷市 藤木　常男 倉敷市 高橋　完仁 岡山市

16 9:45 高尾　智士 岡山市 枝廣　和也 岡山市 齋藤　雅史 倉敷市 岡　弘明 倉敷市 16 9:45 西河　誠 玉野市 三宅　敏隆 倉敷市 岩﨑　誠 笠岡市 鈴木　昭博 真庭市

17 9:54 瀧波　治雄 岡山市 日野　美好 岡山市 坂本　明広 倉敷市 桐島　秀樹 倉敷市 17 9:54 武智　章 倉敷市 桑田　昌一 岡山市 川野　清隆 倉敷市 三宅　秀吉 浅口市

18 10:03 森本　篤史 倉敷市 木村　秀人 倉敷市 阿部　伸哉 岡山市 小金　信太郎 岡山市 18 10:03 板野　誠司 倉敷市 藤田　繁磯 倉敷市 藤川　亮 倉敷市

19 10:12 木村　秀樹 倉敷市 河内　聡光 岡山市 三木　重見 倉敷市

(注) 1.当日欠席の選手が出た場合、組み合わせを変更することがある。
2.決勝会場（岡山金陵CC）へは、各準決勝会場（真庭CC・岡山北GC・岡山GC）からの上位40位タイまでの者とする。
3.ゴルフ場へ入場の際は、必ずブレザーまたは上着を着用すること。
4.病気・事故等のため参加を取り止める場合は、必ず事前に岡山県ゴルフ協会（086-801-9011）および岡山ゴルフ倶楽部（086-462-2383）へ届けること。
　 なお、競技前日17時以降（競技当日を含む）については、岡山ゴルフ倶楽部へ届けること。
　 無断欠場は、来年度の当該競技の出場を停止する。
5.スタートの前にインフォメーションボードの掲示物を必ず確認すること。

第25回岡山県民ゴルフ大会・準決勝
組み合わせ及びスタート時刻表（参加人数 146名）

OUT I N 岡山ゴルフ倶楽部


