
令和２年９月２８日(月)

ＯＵＴスタート ＩＮスタート
組 時間 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 組 時間 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

中川　　毅 小山　孝則 黒田　　勇 秦　　武洋 中谷　月美 越智　知子 青野　裕子 大野　多恵

西野　孝志 西野　知佳 栗田　裕之 徳田　　智 加地　正兒 松岡　高雄 幾島　忠司 寺尾　茂樹

大木雄一郎 石間　結希 井上　昌信 山下　浩二 青木新太郎 間藤　太郎 室地　崇志 髙橋　大樹

小田　泰史 小田　真子 福田　里恵 柳井　貴志 濵邉　　玲 藤澤　　愛 神野　浩二 中藤宏之郎

水野　　誠 越智　浩介 中川　平紀 横川　栄治 徳永　周史 合田　　誠 神中　　淳 中谷　京子

鶴居　秀夫 河野　尚子 篠原　大輔 中村　洋一 右田　泰満 右田　由香 山本　友和 濵田　真実

窪　　光基 千葉　貴敏 近藤　武士 村上　信康 橋本　峰幸 大畑沙弥香 西山　泰生 谷口　裕子

乙島　　清 寺尾　雅明 上田　裕幸 近藤　克久 濱村　澄夫 渡部智美恵 森岡　茂美 山岡　英介

松木　　諒 瀧田　裕二 羽藤　悟志 永易　晃人 岩村　敬士 渡部　晋爾 赤松　　学 四之宮大輔

武田　敏彦 永易　秀樹 滝本　伸策 田村　裕二 髙須賀章宏 藤田　知美 中矢　雄二 中村　勝彦

丹生谷孝之 髙橋　佑輔 青木　真人 渡邉　浩丈 村上晋太郎 本田　哲也 新宮　幸孝 中森　恵子

渡部　靖彦 渡部　絹子 檜垣　孝弘 松田　一満 大澤　卓哉 仙波伸阜子 森内　信隆 神野　誠士

田村　省三 新居　宗生 中村　　均 藤井　淑子 吉田　貴子 大城久希子 染次　恵子 森山みどり

石原　眞人 石原　陽子 得能　康司 得能　啓子 安井　清秀 川村　徹也 曽我　　晃 菊池　雄大

倉橋　昌彦 西森　雄太 片山　将太 井上　晋哉 武智　博志 井上　明男 運勢やよい 毛利　綾花

細川　琢磨 仲村　定樹 小西　由真 松本　忠士 森内　政隆 田中真由美 木村　　香 堀田　幸司

渡邊　省二 大野　勝好 鳥生　　忠 渡邉　節夫 井下　　進 佐々木　正人 井上　彰久 岡　　利明

出元　静雄 大元　　弘 戸田　　収 神野　浩孝 武田シズ子 六車　正文 岡田普美子 杉浦　政昭

石村　　定 庄形　健二 阿部　達也 白須　正一 篠﨑　靖浩 泉　　昌孝 上石　清一 浅野　公子

薬師寺康孝 露口　泰範 森田　晃弘 藤井より子 池本　洋司 池本　郁子 岸井　惠子 山本　壽信

神野　　孝 長本大二郎 宮本　佳則 南　　勇高 清家　眞爾 三瀬　砂重 三瀬　正徳 高橋　利幸

真田　広志 中　八惠子 神野　威男 神野　英子 永松　広宣 藤川　　伸 井関　秋紀 竹市健太郎

竹本　治義 谷本　太志 楠本偉知郎 新保　昌文 濱田　一郎 戸田　武志 戸田　達也 亀井　知子

藤原　弘徳 三好　英利 竹田　秀策 久米富士雄 山川　新悟 徳増　廉人 大西　栄隆 西原　隆浩

髙橋　龍夫 小沢　　貢 徳永　道則 図子　一義 二神　栄作 木田　優子 平塚健一郎 森岡　里奈

注　意　事　項

※スタート20分前には受付を済ませ、７分前には必ずティーインググラウンド周辺に待機すること。

※プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意すること。プレーの不当な遅延についてはぺナルティーを課すことがある。

※病気、事故等のため参加を取り止める場合は必ず事前に松山シーサイドカントリークラブ（0898-54-3478）へ届けること。

使用ティ （年齢は当該年）

一般…白ティ ・ 70歳以上の男性…ゴールドティ   ８０歳以上の男性…赤ティ

女性…赤ティ ・６0歳以上の女性…ピンクティ

チームIMC WEST

25 10:20 50 10:20
亜細亜チーム 徳永図子チーム 晴れ神様 りないちろう

24 10:13 49 10:13
チーム愛媛大学 チーム兄弟

チームコバック アイズファクトリー

23 10:06 48 10:06
サザン-410-824 ムーン ギャラリーＯｎｅ ギャラリーTwo

22 9:59 47 9:59
おまかせ 才能なしと凡人

インプット ハッピー

21 9:52 46 9:52
TEAM DJ チーム77 チーム18Ａ チーム18Ｂ

20 9:45 45 9:45
チームＺＺ よりりんwithもりりん

かめチーム うさぎチーム

19 9:38 44 9:38
悪友会 チーム2020Spcial グリーンsmile K's

18 9:31 43 9:31
チームうみざる さくら会

兄妹チーム 友人チーム

17 9:24 42 9:24
今治チーム 百笑 MISS OITA

16 9:17 41 9:17
ＳＴＭ チーム・ロズ

ＫＹ チームホンマでっか

15 9:10 40 9:10
ロークＡ ロークＢ CHANTAKE106 乱打乱酒Ｙ＆Ａ

14 9:03 39 9:03
Mr.イーグルズ チーム政所

のぶちんざわちん チームシーサイド

13 8:56 38 8:56
ランドスライド ワンちゃんチーム WEST34 Dガールズ

12 8:49 37 8:49
ＹＫコンビ デコボココンビ

おんぶにだっこ バボちゃん

11 8:42 36 8:42
川内軍団 Ｎ Chi-Be Boys K&じぃ

10 8:35 35 8:35
ケガの功名 ケガの功名パート2

チームみちしるべ 美女と野獣

9 8:28 34 8:28
ゴリラ ギャラリー会 TEAM KUBIITA Team 50/50

8 8:21 33 8:21
上田塾Ｂ 上田塾Ａ

あいごー ヤマハ

7 8:14 32 8:14
上田塾Ｃ 上田塾Ｄ コンドー タニヤマ

6 8:07 31 8:07
チーム酔拳！！ チームドタバタ

egg 他力本願Ｂ

5 8:00 30 8:00
チームどうにも・こうにも チーム王道 ドングリ チームゴットン

4 7:53 29 7:53
小田さんち ねぇ～ちゃん's

チーム42年会 チーム21年会

3 7:46 28 7:46
チームとまと 井上興業 チームチリチリ 大阪ソーダ

2 7:39 27 7:39
ＴＥＡＭ虎徹 ＴＥＡＭ一軍

第７回　愛媛県ダブルススクランブルゴルフ大会 組合せ

松山シーサイドカントリークラブ

1 7:32 26 7:32
新十六茶 しゃもじ愛好会 ドキンチャン アンパンマン


