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(公財)香川県スポーツ協会

香川県ゴルフ協会

四国ゴルフ連盟

後援 四国新聞社

永井 翔石村 裕亮都築 以長石原 義治山本 晴丈森井 昇二中曽根 多朗松原 英二
1 07:00

ﾛｲﾔﾙ高松Cマツバラ エイジ 小豆島Gナカソネ タロウ 屋島Cモリイ ショウジ ｻﾝﾗｲｽﾞCヤマモト ハルタケ
24

ﾛｲﾔﾙ高松Cイシハラ ヨシハル 丸亀Pツヅキ シゲミチ 高松Cイシムラ ヒロアキ 琴平Cナガイ ショウ
◇ ◇ ◇ ◇

岡 賢二濱崎 忠幸清水 重行曽我部 和幸石村 伸二二宮 力佐々木 紀文白川 正人
2 07:08

詫間Cシラカワ マサヒト ｱﾙﾌｧ津田Cササキ トシフミ 屋島Cニノミヤ チカラ ｴﾘｴｰﾙGイシムラ シンジ
25

ﾀｶｶﾞﾜ新琴南ソガベ カズユキ ｻﾝﾗｲｽﾞCシミズ シゲユキ 屋島Cハマザキ タダユキ ｱﾙﾌｧ津田Cオカ ケンジ
◇ ◇ ◇

金澤 裕末澤 圭隆臼井 圭介田村 泰治森 政之白井 英隆和泉 大輔三宅 利和
3 07:16

満濃ﾋﾙｽﾞCミヤケ トシカズ 高松Cイズミ ダイスケ 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCシライ ヒデタカ ﾛｲﾔﾙ高松Cモリ マサユキ
26

屋島Cタムラ タイジ 高松Pウスイ ケイスケ 琴平Cスエザワ ヨシタカ 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCカナザワ ユタカ
◇ ◇

矢代 雄二雉尾 誠治鈴木 佑也三宅 勇輝三好 俊二江間 良細川 初弘行正 怜恩
4 07:24

屋島Cユキマサ レオ 詫間Cホソカワ ハツヒロ 琴平Cエマ リョウ ｴﾘｴｰﾙGミヨシ シュンジ
27

満濃ﾋﾙｽﾞCミヤケ ユウキ 琴平Cスズキ ユウヤ ﾀｶｶﾞﾜ新琴南キジオ セイジ 鮎滝Cヤシロ ユウジ
◇ ◇ ◇

林 康平渡辺 充秦 武洋大久保 太朗岡 秀一山西 章司野田 倫汰郎黒川 博之
5 07:32

高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCクロカワ ヒロユキ 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCノダ リンタロウ 琴平Cヤマニシ ショウジ ｱﾙﾌｧ津田Cオカ シュウイチ
28

琴平Cオオクボ タロウ ｴﾘｴｰﾙGハタ タケヒロ ﾀｶｶﾞﾜ新琴南ワタナベ ミツル 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCハヤシ コウヘイ
◇

香川 直樹三嶌 隆司溝渕 将人古瀬 幸一朗藤本 浩之長谷川 豊杉元 大輔西山 幸男
6 07:40

琴平Cニシヤマ ユキオ 満濃ﾋﾙｽﾞCスギモト ダイスケ ｻﾝﾗｲｽﾞCハセガワ ユタカ 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCフジモト ヒロユキ
29

満濃ﾋﾙｽﾞCフルセ コウイチロウ 志度Cミゾブチ マサト 高松Cミシマ タカシ 琴平Cカガワ ナオキ

宮本 庸平真鍋 義仁落合 一朗大西 晴来宮武 正實森井 修平三宅 博文穴吹 大和
7 07:48

ﾀｶｶﾞﾜ新琴南アナブキ マサカズ 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCミヤケ ヒロフミ 琴平Cモリイ シュウヘイ 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCミヤタケ マサミ
30

ｴﾘｴｰﾙGオオニシ ハルキ 屋島Cオチアイ イチロウ 琴平Cマナベ ヨシヒト 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCミヤモト ヨウヘイ
◇ ◇

大西 一弘佐藤 嘉高岩﨑 研吾竹川 加寿斗西丸 二郎島田 亮石川 真幸星加 恵
8 07:56

高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCホシカ メグム 琴平Cイシカワ マサユキ 詫間Cシマダ リョウ 屋島Cニシマル ジロウ
31

屋島Cタケカワ カズト 高松Cイワサキ ケンゴ ｴﾘｴｰﾙGサトウ ヨシタカ 琴平Cオオニシ カズヒロ
◇ ◇ ◇

吉田 豊行工藤 寶照宮本 直樹横江 泰司福井 誠司片山 洋介岡﨑 和真酒井 光生
9 08:04

琴平Cサカイ コウセイ 屋島Cオカザキ カズマ 高松Cカタヤマ ヒロユキ 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCフクイ セイジ
32

琴平Cヨコエ ヤスシ 詫間Cミヤモト ナオキ 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCクドウ タカテル ｱﾙﾌｧ津田Cヨシダ トヨユキ
◇ ◇ ◇

新岡 良一森本 昌巳近藤 満広谷本 伊知郎BIELIK IVAN平井 賢治丸本 文昭髙橋 和浩
10 08:12

ﾛｲﾔﾙ高松Cタカハシ カズヒロ 琴平Cマルモト フミアキ 屋島Cヒライ ケンジ 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCビエリック イヴァン
33

高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCタニモト イチロウ 屋島Cコンドウ ミツヒロ ﾀｶｶﾞﾜ新琴南モリモト マサミ ﾛｲﾔﾙ高松Cニイオカ リョウイチ
◇ ◇

大西 圭昌山田 耕一郎石川 和也加藤 將泉保 秀和冨田 浩司香川 奈鷹加藤 祐紀
11 08:20

屋島Cカトウ ヒロキ 琴平Cカガワ ナタカ 高松Cトミタ ヒロシ 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCセンボ ヒデカズ
34

屋島Cカトウ マサル 詫間Cイシカワ カズヤ 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCヤマダ コウイチロウ ﾀｶｶﾞﾜ新琴南オオニシ ケイスケ
◇ ◇

黒川 一宏西 和宏小松 裕司加藤 渉梶本 伸之滑田 友紀宮﨑 員也森 智大
12 08:28

高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCモリ トモヒロ 高松Cミヤザキ カズヤ 志度Cナメダ ユウキ ﾀｶｶﾞﾜ新琴南カジモト ノブユキ
35

屋島Cカトウ ワタル 讃岐Cコマツ ユウジ 詫間Cニシ カズヒロ 鮎滝Cクロカワ カズヒロ
◇ ◇

佐藤 弘次大下 利勝阿部 悟石川 大翔坂部 彰一宮本 一浩池田 優己眞部 幸一郎
13 08:36

高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCマナベ コウイチロウ 小豆島Gイケダ ユウキ 詫間Cミヤモト カズヒロ ｴﾘｴｰﾙGサカベ ショウイチ
36

讃岐Cイシカワ ヒロト 高松Pアベ サトル 詫間Cオオシタ トシカツ ｴﾘｴｰﾙGサトウ コウジ
◇ ◇ ◇ ◇

中川 雄太今村 竜也増田 忠司小峰 尚宏高橋 誠吉野 隆志森 英治郎亀井 壮汰
14 08:44

琴平Cカメイ ソウタ ｴﾘｴｰﾙGモリ エイジロウ 高松Cヨシノ タカシ 屋島Cタカハシ マコト
37

志度Cコミネ ナオヒロ 琴平Cマスダ タダシ 詫間Cイマムラ タツヤ 小豆島Gナカガワ ユウタ
◇ ◇

平井 勇滝口 賢川崎 天翔利國 俊二日置 克己榊原 信治中村 哲也大西 秀昭
15 08:52

琴平Cオオニシ ヒデアキ 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCナカムラ テツヤ ｱﾙﾌｧ津田Cサカキハラ シンジ 坂出Cヒオキ カツミ
38

高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCトシクニ シュンジ 屋島Cカワサキ タカト 高松Cタキグチ サトシ 丸亀Pヒライ イサム
◇ ◇

山本 香辻 貴之守屋 直人綾 英昭保井 徹也竹本 幸治杉原 光紀清水 護
16 09:00

屋島Cシミズ マモル 琴平Cスギハラ コウキ 高松Cタケモト コウジ 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCヤスイ テツヤ
39

琴平Cアヤ ヒデアキ ｴﾘｴｰﾙGモリヤ ナオト 詫間Cツジ タカユキ 高松Cヤマモト カオル
◇ ◇ ◇ ◇

道廣 真澄藤野 裕介森本 浩谷口 幸司藤川 厚史林田 孝則岩田 光正鈴木 一弘
17 09:08

丸亀Pスズキ カズヒロ 讃岐Cイワタ ミツマサ 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCハヤシダ タカノリ 琴平Cフジカワ アツシ
40

琴平Cタニグチ コウジ ｻﾝﾗｲｽﾞCモリモト ヒロシ 屋島Cフジノ ユウスケ ｱﾙﾌｧ津田Cミチヒロ マスミ
◇ ◇ ◇ ◇

黒川 昌祐安田 強真田 雅任島村 修明見 一千代中本 智久大西 哲生飯間 良一
18 09:16

満濃ﾋﾙｽﾞCイイマ リョウイチ 琴平Cオオニシ テツオ 讃岐Cナカモト トモヒサ 高松Cミョウケン カズチヨ
41

琴平Cシマムラ オサム 屋島Cサナダ マサタカ 高松Cヤスダ ツヨシ ﾀｶｶﾞﾜ新琴南クロカワ マサヒロ
◇ ◇ ◇ ◇

松岡 慎一石川 邦彦高畠 清志渡辺 和之上西 憲二池浦 正仁高島 重信三木 一外
19 09:24

高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCミキ カズト 琴平Cタカシマ シゲノブ ﾛｲﾔﾙ高松Cイケウラ マサヒト 屋島Cカミニシ ケンジ
42

満濃ﾋﾙｽﾞCワタナベ カズユキ 高松Cタカバタケ キヨシ ﾛｲﾔﾙ高松Cイシカワ クニヒコ ﾀｶｶﾞﾜ新琴南マツオカ シンイチ
◇ ◇ ◇ ◇

宮谷 一敬小西 聡平田 昌一久保田 剛司松岡 譲木村 清吉東原 健治秋山 敏雄
20 09:32

満濃ﾋﾙｽﾞCアキヤマ トシオ 琴平Cヒガシハラ ケンジ 高松Cキムラ セイキチ 小豆島Gマツオカ ユズル
43

満濃ﾋﾙｽﾞCクボタ タカシ 琴平Cヒラタ ショウイチ ﾀｶｶﾞﾜ新琴南コニシ サトシ 詫間Cミヤタニ カズタカ
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

赤坂 徹也中村 一博白川 武士仁科 修裕吉本 民夫東滝 大和坂上 和章白井 啓三
21 09:40

ｻﾝﾗｲｽﾞCシライ ケイゾウ 琴平Cサカウエ カズアキ 讃岐Cヒガシタキ ヤマト 屋島Cヨシモト タミオ
44

琴平Cニシナ ノブヒロ ｻﾝﾗｲｽﾞCシラカワ タケシ ｱﾙﾌｧ津田Cナカムラ カズヒロ 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCアカサカ テツヤ
◇ ◇ ◇ ◇

前谷 貴之六車 貴弘小野 和弘筒井 伸也藤川 和宣竹下 高弘海野 高春竹村 秀基
22 09:48

ﾀｶｶﾞﾜ新琴南タケムラ ヒデキ 小豆島Gウミノ タカハル ｻﾝﾗｲｽﾞCタケシタ タカヒロ 讃岐Cフジカワ カズノリ
45

高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCツツイ シンヤ 高松Cオノ カズヒロ 志度Cムグルマ タカヒロ 琴平Cマエタニ タカユキ

石井 建嗣小片 晴雄谷中 覚黒木 五朗平山 英徳高橋 徹大野 智史松原 将太
23 09:56

讃岐Cマツバラ ショウタ 詫間Cオオノ サトシ 小豆島Gタカハシ トオル ｻﾝﾗｲｽﾞCヒラヤマ ヒデノリ
46

満濃ﾋﾙｽﾞCクロキ ゴロウ 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCタニナカ サトル 詫間Cオガタ ハルオ 高松Cイシイ タケシ
◇ ◇

◇印はマスターズ出場有資格者です
※ 日本スポーツマスターズゴルフ競技への出場

9/11～13に岐阜県 日本ラインゴルフ倶楽部で開催される日本スポーツマスターズゴルフ競技
出場資格者は、本競技参加者で昭和39年12月31日以前に誕生した者の上位3名とし、3位にタイが生じた時は
Ⅰ.最終日のスコア上位者 Ⅱ.最終日のINコースのマッチングスコアカード方式 Ⅲ.同17番ホールからの
カウントバックにより決定する。
辞退者があった場合は次位者の繰上げとなる。

青木 茂

※ 120位タイまでが4/18の決勝ラウンドに進出することができる。
※ 組合せは当日変更することがある。
※ マーカーは次打者とし、最終打者のマーカーは第一打者とする。
※ スタート時刻20分前には受付を済ませ、スタート時刻10分前に必ずティインググランド周辺に待機すること。
※ 参加を取り止める場合は、必ず下記に届けること。無断欠席は来年度の当競技への出場を停止する事がある。

香川県ゴルフ協会（087-832-2566） 担当：好永 ロイヤル高松カントリークラブ（087-877-0307）

（ヤード：6,685、パー：72、コースレーティング：72.1、スロープレーティング：131）

競技委員長


