
開催日時　：Ｒ４年７月３０日（土）

開催場所　：後楽ゴルフ倶楽部
名前 名前 名前 名前 名前 名前 名前 名前

生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日

平尾 範明 岡村 浩志 米子 幸一郎 竹内 健児 木村 構作 西應 輝彦 沖川 学 大橋 健司

廣瀬 雄二 綾野 準一 小竹 健太 佐野 弘実 山下 博司 多田 圭一郎 矢野 大輔 玉井 裕一

森本 章雄 入谷 宣行 飯間 健太郎 多田 宗弘 川田 一作 香川 竜志 廣瀬 隆行 篠原 仁一朗

安東 和多留 山本 和広 潟沼 秀憲 石井 次哉 中村 浩一 柳澤 淳一 田中 庸介 前田 博明

齊藤 亮一 山岸 慎 大蔵 勇人 水野 裕介 元部 隆富 釣谷 育宏 里見 允二

大木 武士 手塚 友之 佐藤 卓朗 神田 剛史 矢野 優 富坂 真樹 井口 康司

髙久 臣平 大内 淳子 神林 拓馬 中山 紘行 石川 哲也 森永 敏嗣 西岡 直久

安藤 順浩 堤 浩恵 菊池 昭美 松本 龍二 河本 好範 盛本 哲也 野口 善史

高野 真次 本江 拓 村井 俊介 佐藤 輝美 河原 伸一 吉元 克昌 片田 恭裕 長谷川 大

山口 剛 山内 敬介 東 大智 山中 健 常藤 伸一 金澤 良枝 海東 英晴 熊野 匡紀

伊藤 欽一 伊藤 茂樹 渡辺 潤 細田 眞幸 大谷 彰彦 岡本 元 三宮 幸弘

八木橋 比佐樹 山口 勇人 田原 典郎 建内 博行

茅原 伸一郎 髙木 秀樹 山本 昌伸 安丸 真一 矢野 智一 泉 卓文 石戸 雄二 小林 優介

中島 秀人 鈴木 宝祥 大石 知志 友野 貴之 佐藤 史彦 永安 敏也 竹上 彰浩 上杉 正彦

高田 聖次 松久 茂彦 萩原 康一郎 江草 大地 万治 誠 香川 雅史 西村 国彦 野上 有己

大塚 雅司 三垣 日出人 母里 善則 生本 覚 井上 裕章 丸山 敬義 高見 尚永 戸川 茂宣

向後 研二 三上 友也 平井 剛 三宅 泰典 宮本 隆太郎 落合 誠 鳥越 琢史 柳本 秀雄

福永 貴年 藤井 秀和 藤原 達也 関根 圭一 内山 達也 今井 裕敏 原田 佑介 山崎 孝史

中川 和則 武智 慧 音羽 尚 竹場 健人 原田 朋幸 石上 和延 佐野 秀人 中原 徹

久保田 大介 長岡 広城 荻野 貴史 高岡 勇吉 藤明 玲子 西村 正敏 赤澤 雅樹 上野 洋輔

山根 真 松島 新太郎 西川 朋宏 田原 秀郷 林田 展周 松浦 隆造

藤川 智崇 小林 隆一 木下 優 田丸 哲志 三上 晴久 林 泰生 小林 雄太 野田 博美

内田 基喜 田中 秀和 長谷田 吉弘 財田 祐大 山下 智史 畑 貴人 妹尾 裕治 津島 央夢

池町 慎之輔 三木 崇裕 井ノ口 寛容 津川 修
10:37

総社

総社 総社

24 10:37 三木 三木 熊本 熊本 24

総社23 10:30 三木 三木 三木 三木 23 10:30

三次 22 10:22

総社

10:15

新見 新見 新見 新見22 10:22 高砂 鳥取 鳥取

新見 新見 新見21 10:15 鳥取 鳥取 鳥取 21

玉島20 10:07 松山 松山 松山 松山 20 10:07

新見

松山 19 10:00

新見 新見 玉島

9:52

津 加西 総社19 10:00 松山 松山 松山

茂原 茂原 茂原18 9:52 玉島 玉島 玉島 銚子 18

井原17 9:45 茂原 茂原 玉島 玉島 17 9:45

茂原

岡山 16 9:37

井原 井原 井原

9:30

岡山 岡山 岡山 岡山16 9:37 岡山 岡山 岡山

岡山 岡山 岡山15 9:30 岡山 各務原 埼玉 三次 15

丸亀14 9:22 日向 日向 久留米 久留米 14 9:22

岡山

久留米 13 9:15

丸亀 丸亀 丸亀

9:07

高知 高知 高知 丸亀13 9:15 富士 福井 中津

水戸 高知 高知

12 9:07 桐生 和歌山
阿波
池田

福山 12

和泉

11 9:00 藤枝 藤枝 水戸 11 9:00 水戸

諫早 10 8:52 津山 水戸 水戸

8:45 津山 津山 津山 津山

10 8:52 藤枝 藤枝 諫早

津山 津山 津山

9 8:45 熊本 砺波 高岡 青森 9

津山

8 8:37 倉敷 沼田
ひたち
なか

8 8:37 津山

倉敷 7 8:30 津山 津山

8:22 津山 津山 津山 津山

7 8:30 湯沢 福島 柏

津山 津山

6 8:22 船橋 水戸 船橋 6

柳井

5 8:15 久留米 豊田 水戸 豊田 5 8:15 津山

山陽 4 8:07 習志野 習志野 防府

8:00 高松 高松 高松 高松

4 8:07 津山 加茂 砺波

高松 高松 高松

3 8:00 高松 高松 高松 高松 3

高松

2 7:52 高松 高松 高松 高松 2 7:52 高松

高松 1 7:45 高松 高松 高松

スタート 単会名 単会名 単会名 単会名

1 7:45 高松 高松 高松

商工会議所青年部第6回全国ゴルフ大会　岡山YEG30周年記念大会

OUT IN

スタート 単会名 単会名 単会名 単会名


