
プロ

氏　名 所属 氏　名 所属 氏　名 所属 氏　名 所属 ｽﾀ-ﾄ時間 折り返し

第 1組 松坂 昭範 釧路風林CC 宮川 年明 阿寒CC 石川 芳明 釧路風林CC 谷保 寿樹 帯広国際CC 7:30 10:16

第 2組 今野 　正 帯広国際CC 大石 好宏 阿寒CC 庄内 達哉 北海道ｸﾗｼｯｸGC帯広 桜井 寛行 北海道ｸﾗｼｯｸGC帯広 7:39 10:25

第 3組 大高 陽一郎 GOLF Studio 72 中川 　尚 ３G GOLF DESIGN 日下 　淳 雅電設㈱ 入江 　豊 阿寒CC 7:48 10:34

第 4組 タケ小山 屋根裏 小池 貞治 フリー 坂本 哲也 帯広国際CC 瀬谷 和彦 霞ヶ関ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部 7:57 10:43

第 5組 澤村 英樹 ＮＢＰGC 浜田 研一 帯広CC 大塚 泰三 とんかつ とん㐂 鎌田 敏雄 帯広CC 8:06 10:52

第 6組 髙橋 　誠 ㈱日本きもの 高田 義久 帯広国際CC 山内 慎介 ＹＧＡ 菊池 晶史 平岸ゴルフセンター 8:15 11:01

第 7組 門 　暢明 ㈱パークゴルフ練習場 山田 雄二 フリー 畑中 健司 ㈱日米ゴルフ研究所堀下 　潤 フリー 8:24 11:10

第 8組 太田 　誠 太平ゴルフセンター松尾 英明 平岸ゴルフセンター早川 弘樹 ｱｯﾌﾟｱｲﾗﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌ佐゙々木 卓哉 ﾌﾞﾙｯｸｽｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ 8:33 11:19

第 9組 佐久間 治彦 エバーグリーンGC 鴨林 猛徳 札幌南GC駒丘ｺｰｽ 荒谷 勝良 旭川GC 谷古宇 智紀 ＣＯＲＥna 8:42 11:28

第10組 内藤 裕之 フリー 山王 規行 ｼｬﾄﾚｰｾﾞｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞGC癸生川 喜弘 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ麻生ｺｰｽ 中込 　憲 フリー 8:51 11:37

第11組 山本 幸路 ＣＯＭＭＩＴ㈱ 井原 　健 大利根CC 篠崎 紀夫 北谷津ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ 細川 和也 フリー 9:00 11:46

第12組 水町 　洵 小樽CC 梅田 有人 ㈱富士データシステム早野 　健 フリー 墳崎 啓輔 江戸崎CC 9:09 11:55

第13組 武藤 祐貴 ＡＱＵＡ札幌 本田 　剛 桂GC 中山 正芳 フリー 矢部 直弘 江戸崎CC 9:18 12:04

第14組 杉山 明生 富士箱根CC 岩本 和徳 フリー 三角 和之 ノーザンアークGC 遠藤 正人 ㈱芹澤ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 9:27 12:13

第15組 千葉 晃大 小樽CC 尾野 仁啓 厚木国際CC 新里 幸之輔 フリー 松上 和弘 霞ヶ関ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部 9:36 12:22

第16組 今村 勇貴 札幌GC 宇佐美 祐樹 富士宮GC 永野 敦朗 フリー 清水 一浩 フリー 9:45 12:31

第17組 佐野 健太郎 飯能GC 小西 奨太 小樽CC 河野 一哉 ＮＢＰGC 照屋 貴之 昭和窯業㈱ 9:54 12:40

第18組 山本 隆大 鷹之台ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部 加藤 将明 セントラルＢＭＷ 野元 貴弘 島津GC 岩本 一陽 霞ヶ関ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部 10:03 12:49

氏　名 所属 氏　名 所属 氏　名 所属 氏　名 所属 ｽﾀ-ﾄ時間 折り返し

第 1組 一條 眞寛 北海道ｸﾗｼｯｸGC帯広伊勢 賢二 釧路風林CC 菱沼 哲彦 阿寒CC 伊藤 浩也 帯広国際CC 7:34 10:12

第 2組 川端 秀樹 釧路CC 山内 一幸 帯広白樺CC 佐藤 秀一 釧路風林CC 関口 哲也 帯広白樺CC 7:43 10:21

第 3組 阿保 　浩 阿寒CC 南口 直樹 釧路風林CC 有働 政美 帯広白樺CC 岡村 幹夫 北見CC 7:52 10:30

第 4組 笠原 好雄 帯広国際CC 澤田 茂樹 北見CC 水上 浩介 ノーザンアークGC 吉田 浩之 霞ヶ関ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部 8:01 10:39

第 5組 石黒 厚司 ドゥ・ゴルフプラザ岡本 　実 帯広白樺CC 藤元 俊明 エフテックサービス大木 　稔 霞ヶ関ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部 8:10 10:48

第 6組 鈴木 　靖 釧路風林CC 中村 隆司 十勝CC 浦東 大人 ㈱日米ゴルフ研究所蓑田 　豊 フリー 8:19 10:57

第 7組 外舘 　弘 ㈱ビックカメラ 栂安 雅満 帯広CC 杉山 玉夫 帯広白樺CC 佐藤 申吉 帯広国際CC 8:28 11:06

第 8組 森　 　將 ㈱インタス 王月 　勇 霞ヶ関ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部 槙岡 充浩 ＣＯＣＣＯ 福田 　薫 ㈱ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ 8:37 11:15

第 9組 池田 信行 フリー 田中 憲児 ㈱ｴｲﾁ･ｴｰ･ｴﾙ ｼｽﾃﾑｽﾞ塩谷 貴行 フリー 川原田 義和 帯広国際CC 8:46 11:24

第10組 大森 美幸 フリー 田中 文雄 旭川メモリアルCC 宝力 寿教 フリー 松井 　康 フリー 8:55 11:33

第11組 川上 　登 ７２ゴルフ倶楽部後藤 満吉 フリー 佐藤 正一 国際ｽﾎﾟｰﾂ振興協会 小野寺 健 釧路風林CC 9:04 11:42

第12組 藤田 　裕 ドゥ・ゴルフプラザ西村 金吾 フリー 国中 靖夫 旭川GC 片倉 　修 札幌国際CC 9:13 11:51

第13組 一ノ瀬 喜一郎 ㈱ＴＩ．ＧＯＬＦ稲葉 俊臣 フリー 前道 正司 サホロCC 水野 和徳 小山GC 9:22 12:00

第14組 神谷 浩一 魚橋グループ 大山 　健 フリー 山田 義孝 フナボリゴルフ 葛西 昌浩 ㈱KTYアソシエイツ 9:31 12:09

第15組 細谷 典生 ﾆｭｰｺﾞﾙﾌﾌﾟﾗｻﾞ幕張 半沢 　岳 横須賀グリーンゴルフ 老久保 安正 フリー 野間 建至 ㈱ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ 9:40 12:18

第16組 横山 倫子 フリー 齊藤 美香 フリー 髙橋 紀乃 ディライトワークス平尾 南生子 くまもと城南CC 9:49 12:27

第17組 久保田 有弥 フリー 大金 寿子 ｺﾞﾙﾌﾌﾟﾗｻﾞサンライズ 祖父江 歩 ｽﾘｰﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ 下村 真由美 フリー 9:58 12:36

第18組 酒井 千絵 フリー 長田 若菜 河口湖CC 本多 弥麗 日本ジオニック 大場 美智恵 帯広国際CC 10:07 12:45

道東オープン レギュラーの部

中スタート

道東オープン レギュラーの部

道東オープン シニアの部

道東レディース

第４５回　道東オープンゴルフ選手権競技大会
第２回　道東レディースゴルフ選手権競技大会

２日目組合せ
令和元年６月２６日　水曜日

於：帯広国際カントリークラブ

東スタート


