
金剛-千早

8時17分 1 佐川　由美 佐川　正紘 柳谷　充伸 柳谷　茂子

8時24分 2 林　義治 鍵　清行 藪内　正光 田中　寛子

8時31分 3 譽田　永吉 藤江　一雄 山内　正江 田代　里千代

8時38分 4 山中　大輔 山下　文彦 坂口　弥之 清水　大輔

8時45分 5 森田　弘美 金光　彰 澤田　修 谷田　高密

8時52分 6 中辻　正男 渡会　護 南　相太 髙島　雅治

8時59分 7 中村　太一 中辻　義治 加山　昇 西尾　勝彦

9時06分 8 岡ノ上　篤一 渋谷　英樹 中浦　吉広 永田　泰

9時13分 9 川端　啓壱 勝田　彰宏 奴井　和幸 中辻　卓

9時20分 10 松尾　進一 矢形　茂 増田　明 盛　雅志

9時27分 11 西原　裕二 中田　慎吾 源内　和広 毛穴　勝巳

9時34分 12 清本　英世 佐々木　三良 小波　良雄 山崎　満

9時41分 13 井上　智秀 稲井　功吉 小林　理恵 土井　貴美

9時48分 14 磯﨑　仁司 中徳　英明 難波　修二 小我野　剛司

9時55分 15 新堀　英二 毛穴　真二 今西　よしみ 間所　千香子

10時02分 16 廣田　和之 比嘉　雅也 白石　貴之 比嘉　忍

千早-赤坂

8時17分 1 亀井　靖夫 団　利蔵 細田　俊博

8時24分 2 小出　道夫 有山　茂之 中辻　厚雄 松本　聡

8時31分 3 西川　泰弘 服部　貴男 山田　良文 北尾　賢次

8時38分 4 濱田　俊彦 小林　稔 小林　三千代 中谷　美代子

8時45分 5 東　泰久 平野　功一郎 川﨑　恭代 吉岡　紀美子

8時52分 6 神垣　幸二 中村　亮太 竹崎　友子 橋本　佳世

8時59分 7 山崎　公郎 貞岡　弘之 髙比良喜美子 橋本　典子

9時06分 8 高野　勝 廣田　美紀 塚田　浩昭 塚田　有美子

9時13分 9 神田　貞子 𠮷田　京美 山口　寛子 奥野　良子

9時20分 10 浅井　良紀 宮瀬　たまき 南浦　修 藤田　真人

9時27分 11 石渡　敏一 下西　貞男 藤森　勉

9時34分 12 河内　明 永田　美幸 河本　永二 宮里　吉一

9時41分 13 早川　淳也 土井　睦美 花井　正博 橋戸　徹

9時48分 14 河野　久美 久保　靖弘 村上　幹男 万戸　浩二

9時55分 15 田中　精治 平岡　安男 定　正幸 中野　真哉

10時02分 16 小川　貢 伊藤　元英 小猿　裕之 小猿　貴久子

プレー終了後の表彰式はございません。

懇談及び反省会をかねて、ケーキセットを用意しておりますので

2階レストランにパーティ(同組)でお上がりください。

令和4年11月11日

第４回堺市ゴルフ連盟杯　組合せ



赤坂-金剛

8時17分 1 篠原　健二 宇治田　充雄 別所　亨 宮林　新吾

8時24分 2 豊田　哲也 本田　正明 十一　政敏 尾崎　史明

8時31分 3 松本　真二 沼田　公正 樋田　泰治 樋田　美弥子

8時38分 4 池上　浩身 池上　祥博 栫井　謙司 田中　義仁

8時45分 5 高田　知哉 橋本　吉広 山本　千恵子

8時52分 6 五十嵐　雅人 水元　工 金子　武徳

8時59分 7 門　勝司 鵜川　慶 横森　宝 南　誠司

9時06分 8 辻野　正俊 谷　誠一 井上　悦夫 井上　尚

9時13分 9 榎本　隆俊 小林　理恵 永禮　靖子 駒崎　真由美

9時20分 10 北南　勝美 中西　寛 大本　税誓

9時27分 11 鈴木　真弓 久保　清 山下　俊介 牧之瀬　武史

9時34分 12 奥村　葵 三上　寛孝 和田　耕治 仲井　正巳

9時41分 13 関口　幸一 米田　健司 田仲　延好 鍛冶本　昭光

9時48分 14 関口　宗親 山本　悦司 廣池　正勝 松本　竜悟

9時55分 15 宮崎　敏彰 松本　大祐 岡本　剛生 東　秀海

10時02分 16 関口　謙治 山本　勝弘 船原　大弘 阪井　昌浩

プレー終了後の表彰式はございません。

懇談及び反省会をかねて、ケーキセットを用意しておりますので

2階レストランにパーティ(同組)でお上がりください。

特　　典②
ネットスコア上位３０名を

2023年開催予定のプロアマ大会出場権獲得

特　　典①

グロススコア上位６名を2023年3月開催予定の大阪府市町村対
抗交歓ゴルフ大会へ本連盟代表選手に選抜


