
宮日シニアゴルフ選手権大会

- 決勝組み合せ -
18ホールストロークプレー

アウトスタート

スコアスタート時間 氏     名 スコア 氏     名 スコア 氏     名 スコア 氏     名 スコア

09:06 横山 富保 82 川野 芳弘 83 徳丸 孔康 83 高部 展裕 83

09:14 重永 敏宏 82 大久保 修 82 北岩 幸雄 82 宮浦 修 82

09:22 遠矢 誠 82 甲斐 哲次郎 82 坂元 隆文 82 熊元 正一 82

09:30 甲斐 秀和 81 安楽 茂美 82 山田 祐司 82 渡邊 義久 82

09:38 久保 光雄 80 福島 安浩 81 福永 純一 81 戸野口 政弘 81

09:46 小倉 正明 79 前田 輝美 80 岩本 裕茂 80 外山 徹 80

09:54 山口 浩 79 日髙 義文 79 松本 章夫 79 横山 賢一郎 79

10:02 白坂 千弘 77 佐藤 賢悟 77 棚田 敏文 78 榎木 福一 78

10:10 渡野 幸男 76 山下 順 76 林 孔裕 77 首藤 俊郎 77

10:18 河野 道行 73 成松 和幸 74 西村 敏彰 74 椎屋 孝明 76

18ホールストロークプレー

インスタート

スコアスタート時間 氏     名 スコア 氏     名 スコア 氏     名 スコア 氏     名 スコア

09:06 松山 安則 89 堀川 福雄 89 河野 実 89 阿萬 喜弘 89

09:14 黒木 嘉郎 89 小田 義洋 89 岩佐 富士夫 89 渡部 厚志 89

09:22 熊本 信晃 89 坂本 哲也 89 木脇 義三 89 府本 弘 89

09:30 永野 孝次 88 濱田 敬二 88 畑野 浩一 88 奥田 昌弘 88

09:38 神川 英典 87 片木山 勇夫 87 小野田 節雄 87 倉盛 順一 88

09:46 北野 彰 87 鎌田 良一 87 小川 勇次 87 黒木 政敏 87

09:54 戸田 吉郎 85 宮窪 信作 85 市来 靖雄 86 仕田 雄二 86

10:02 橋口 克彦 85 平太 和夫 85 田中 繁次 85 諸岡 龍一 89

10:10 戸高 望 84 乙守 修 84 森田 信二 84 谷口 安弘 89

10:18 中原 俊一 83 大山 健二 83 松下 廣美 84 椎葉 安夫 90

◎危険を伴う気象状況（落雷など）のため委員会の決定によりプレーが一時中止となった場合で、

同じ組の競技者全員がホールとホールの間にいたときは、各競技者は委員会よりプレー再開の

指示が出るまでプレーを再開してはならない。１ホールのプレーの中途であったときは、各競

技者はすぐにプレーを中断しなければならず、その後、委員会よりプレー再開の指示が出るま

でプレーを再開してはならない。この条件の違反の罰は競技失格（ゴルフ規則６－８ｂ注）。

◎プレーの一時中止と再開の合図について

通常のプレー中止：サイレンを断続的に鳴らして通知する。

プレーの再開：１回の長いサイレンを鳴らして通知する。


