
2022/6/15(水)　富谷カントリークラブ PGA東北プロゴルフ会

OUTスタート ＩＮスタート
No TIME PLAYERS 所属 1R Ｎｏ ＴＩＭＥ PLAYERS 所属 1R

　小野田　英史 　棚倉田舎C +3 　下向　　英一 　フリー +3
　酒井　南雄人 　ロイヤルグリーン +3 　成田　　祐輔 　三共ライズジャパン株式会社 +3
　森本　　雄也 　エフカンパニー +3
　伊藤　　敏明 　フリー +2 　荒谷　　勝良 　旭川G.C +3
　百目鬼　光紀 　フリー +2 　川合　　昇平 　泉国際GC +3
　白浜　　浩高 　JKホールディングス +3 　菅原　　和穂 　フリー +3
　菊地　　秀明 　フリー +2 　吉田　　歩生 　フリー +3
　森岡　俊一郎 　宝塚GC +2 　竹村　　知也 　ゴルフステージフリオ +3
　中里　　鉄也 　塩原CC +2 　近藤　　大将 　フリー +3
　今野　　　匠 　船橋CC +2 　鈴木　　勝文 　フリー +4
　田口　　康祐 　フリー +2 　高田　　匡志 　フリー +4
　吉成　　文伸 　平和台スポーツセンター +2 ※勝田　　兵吉 　太平洋御殿場 +4
　大須賀　　望 　フリー +2 　桑原　　将一 　フリー +4
　新木　　　豊 　フリー +2 　須貝　　翔太 　山形GC +4
　桧山　英一郎 　レイク相模CC +2 　北國　譲斗志 　中森かいてき薬局 +4
　仲盛　　貴明 　サザンヤードCC +1 　中山　　絹也 　宮下製作所 +4
　服部　　大輔 　フリー +1 　前山　　海翔 　戸塚CC +4
　増田　　将光 　双伸ゴルフセンター +2 　細田　　尚孝 　中森かいてき薬局 +4
　大塚　　泰三 　ワールドクラフトデザイン +1 　吉津谷　彩香 　セゴビア +5
　平井　　俊光 　エストリックス +1 　齊藤　　和人 　表蔵王国際GC +5
　古田　　幸希 　三沢空港温泉 +1 　佐藤　　　瞬 　フリー +5
　鈴木　　　豪 　ティンバラム株式会社 +1 　上松　　佑平 　フリー +5
　市川　　雄三 　フリー +1 　蔭山　　友美 　コスモクラシックC +6
　池内　　　慧 　ソネットフィットネス +1 　吉田　　隼汰 　船橋CC +6
　小島　謙太郎 　日光CC ±0 　今野　　忠廣 　フリー +6
　徳永　　弘樹 　サンヒルズCC ±0 　中川　　叶唯 　メイフラワーGC +6
　池田　　春樹 　泉国際GC ±0 　小川　　拓也 　アドバンスゴルフ +6
　吉桑　　佑太 　各務原CC ±0 ※金子　　隆博 　紫雲GC +6
　糸永　　達司 　ジャパンPGA GC ±0 ※鈴木　　慈音 　宮城県連盟個人会員 +6
　仲盛　　将司 　フリー ±0 　中島　　凉太 　高坂CC +6
　河野　　一哉 　NB PGC ±0 ※芳賀　　悠翔 　東北高1年 +6
　遠藤　　　真 　太平洋C御殿場ウエスト ±0 　松田　仙一郎 　フリー +6
　上野　　　陸 　フリー ±0 　佐伯部　竜也 　フリー +6
　保田　　和貴 　フリー ±0 　柳澤　　誠司 　やすらぎ介護 +7
　岩渕　　輝起 　フリー ±0 　斉藤　　優作 　フリー +7
　野澤　　竜次 　石岡GC ±0 　渡邊　　義徳 　ワン アソシエーション +7
　工藤　　　潤 　蓼科高原CC ±0 ※高江　　一王 　恵庭CC +7
　清水　　一浩 　フリー ±0 　山形　　陵馬 　フリー +7
　山崎　　克彦 　ゴルフお直し本舗 ±0 　岩間　　貴成 　フリー +7
　樫本　　剛平 　株式会社フラットオーク ±0 　石過　功一郎 　エスケイメカニクス +7
　大瀧　　一毅 　Studio Trinity ±0 　重原　　啓利 　フリー +7
　野上　　貴夫 　ホームテック ±0 　船津　　良介 　フリー +7
　坂本　　柊人 　フリー -1 　長谷川　　崇 　仙台VGA +8
　角田　　博満 　フリー ±0 　鈴木　　孝幸 　フリー +9
　芳賀　　洋平 　ゴルフレンジらんらん倶楽部 ±0 　倉敷　　優磨 　青山ゴルフ練習場 +9
　武藤　　俊憲 　フリー -1 　依田　　利之 　フリー +9
　加藤　　　輝 　アローエースGC -1 　高橋　美保子 　ゼビオグループ +10
　宇佐美　祐樹 　富士宮GC -1 ※佐藤　　亮太 　東北高1年 +10
　高橋　　大輝 　サザンヤードCC -1 　橋立　　幸宏 　フリー +10
　岡茂　　洋雄 　鷹の巣GC -1 　鈴木　　智子 　フリー +11
　髙橋　　直也 　日本CC -1 　髙橋　　秀樹 　ティーズ +12
　中川　　元成 　フリー -2 ※黒田　倫太郎 　東向陽台中3年 +12
　松本　　正樹 　フリー -2 　黒田　千梨子 　泉国際GC +14
　大熊　　洋司 　フリー -2 　関　　　佑亮 　フリー +14
　池見　　和輝 　フリー -2 ※日向　　義久 　ニュー軽米CC +14
　中島　　　旺 　フリー -2 　渡邉　はるか 　レインボーCC +15
　森山　　桂汰 　オリムピックCC -2 　岡本　　政三 　船橋CC +15
　葛西　　亮堅 　美浦GC -3 ※岡村　　侑実 　スマイルゴルフ24 +16
　相澤　　敏弘 　フリー -2 　大山カリーナ 　フリー +16
　西村　　匡史 　サーボ -2 ※田口　大二郎 　フリー +16
　櫻井　　大樹 　静ヒルズCC -4 ※菊地　　弥香 　松陵中3年 +18
　伊東　　一樹 　姉ヶ崎CC -4 ※密山　　慎一 　阿騎野GC +22
　阿部　　裕樹 　フリー -3 ※密山　　清美 　阿騎野GC +40
　若有　　宣彦 　フリー -7
　佐藤　　圭介 　フリー -6
　高田　　聖斗 　マキイ産業 -5

21 10:20 43 10:20

22 10:27

19 10:06 41 10:06

20 10:13 42 10:13

17 9:52 39 9:52

18 9:59 40 9:59

15 9:38 37 9:38

16 9:45 38 9:45

13 9:24 35 9:24

14 9:31 36 9:31

11 9:10 33 9:10

12 9:17 34 9:17

9 8:56 31 8:56

10 9:03 32 9:03

7 8:42 29 8:42

8 8:49 30 8:49

5 8:28 27 8:28

6 8:35 28 8:35

3 8:14 25 8:14

4 8:21 26 8:21

1 8:00 23 8:00

2 8:07 24 8:07

MIYAGI OPEN GOLF TOURNAMENT 2022
宮城オープンゴルフトーナメント

2nd  Round 【スタート表】



2022/6/14(火)　富谷カントリークラブ PGA東北プロゴルフ会

OUTスタート ＩＮスタート
No TIME PLAYERS 所属 Ｎｏ ＴＩＭＥ PLAYERS 所属

　市川　　雄三 　フリー 　高橋　美保子 　ゼビオグループ
　鈴木　　　豪 　ティンバラム株式会社 　鈴木　　智子 　フリー
　白浜　　浩高 　JKホールディングス
　柳澤　　誠司 　やすらぎ介護 　蔭山　　友美 　コスモクラシックC
　鈴木　　孝幸 　フリー 　黒田　千梨子 　泉国際GC
　小野田　英史 　棚倉田舎C ※菊地　　弥香 　松陵中3年
　角田　　博満 　フリー 　大須賀　　望 　フリー
　櫻井　　大樹 　静ヒルズCC 　渡邉　はるか 　レインボーCC
　増田　　将光 　双伸ゴルフセンター ※岡村　　侑実 　スマイルゴルフ24
　佐藤　　圭介 　フリー 　吉津谷　彩香 　セゴビア
　芳賀　　洋平 　ゴルフレンジらんらん倶楽部 　大山カリーナ 　フリー
　樫本　　剛平 　株式会社フラットオーク ※密山　　清美 　阿騎野GC
　鈴木　　勝文 　フリー 　高田　　匡志 　フリー
　池内　　　慧 　ソネットフィットネス 　桧山　英一郎 　レイク相模CC
　斉藤　　優作 　フリー 　齊藤　　和人 　表蔵王国際GC
　大瀧　　一毅 　Studio Trinity 　岡茂　　洋雄 　鷹の巣GC
　新木　　　豊 　フリー 　相澤　　敏弘 　フリー
※佐藤　　亮太 　東北高1年 ※密山　　慎一 　阿騎野GC
　高橋　　大輝 　サザンヤードCC 　田口　　康祐 　フリー
　今野　　　匠 　船橋CC 　野上　　貴夫 　ホームテック
　倉敷　　優磨 　青山ゴルフ練習場 　髙橋　　秀樹 　ティーズ
　吉田　　隼汰 　船橋CC 　渡邊　　義徳 　ワン アソシエーション
　酒井　南雄人 　ロイヤルグリーン 　今野　　忠廣 　フリー
　工藤　　　潤 　蓼科高原CC ※勝田　　兵吉 　太平洋御殿場
　関　　　佑亮 　フリー 　桑原　　将一 　フリー
　西村　　匡史 　サーボ 　小川　　拓也 　アドバンスゴルフ
※田口　大二郎 　フリー 　橋立　　幸宏 　フリー
　岡本　　政三 　船橋CC 　清水　　一浩 　フリー
　中川　　叶唯 　メイフラワーGC 　長谷川　　崇 　仙台VGA
　大塚　　泰三 　ワールドクラフトデザイン 　下向　　英一 　フリー
　平井　　俊光 　エストリックス 　菊地　　秀明 　フリー
　須貝　　翔太 　山形GC 　山崎　　克彦 　ゴルフお直し本舗
　髙橋　　直也 　日本CC 　吉成　　文伸 　平和台スポーツセンター
　武藤　　俊憲 　フリー 　池見　　和輝 　フリー
　森本　　雄也 　エフカンパニー 　森岡　俊一郎 　宝塚GC
※高江　　一王 　恵庭CC 　岩渕　　輝起 　フリー
　高田　　聖斗 　マキイ産業 　阿部　　裕樹 　フリー
　成田　　祐輔 　三共ライズジャパン株式会社 　野澤　　竜次 　石岡GC
　保田　　和貴 　フリー ※金子　　隆博 　紫雲GC
　荒谷　　勝良 　旭川G.C 　上野　　　陸 　フリー
　川合　　昇平 　泉国際GC 　遠藤　　　真 　太平洋C御殿場ウエスト
※黒田　倫太郎 　東向陽台中3年
　河野　　一哉 　NB PGC 　中山　　絹也 　宮下製作所
　加藤　　　輝 　アローエースGC 　前山　　海翔 　戸塚CC
　菅原　　和穂 　フリー 　宇佐美　祐樹 　富士宮GC
　中里　　鉄也 　塩原CC 　山形　　陵馬 　フリー
　北國　譲斗志 　中森かいてき薬局 　仲盛　　将司 　フリー
　依田　　利之 　フリー 　小島　謙太郎 　日光CC
　佐藤　　　瞬 　フリー 　上松　　佑平 　フリー
　糸永　　達司 　ジャパンPGA GC 　石過　功一郎 　エスケイメカニクス
　吉桑　　佑太 　各務原CC ※鈴木　　慈音 　宮城県連盟個人会員
　中島　　　旺 　フリー 　伊藤　　敏明 　フリー
　岩間　　貴成 　フリー 　仲盛　　貴明 　サザンヤードCC
　古田　　幸希 　三沢空港温泉 ※芳賀　　悠翔 　東北高1年
　重原　　啓利 　フリー 　森山　　桂汰 　オリムピックCC
　葛西　　亮堅 　美浦GC 　百目鬼　光紀 　フリー
　中島　　凉太 　高坂CC 　吉田　　歩生 　フリー
　伊東　　一樹 　姉ヶ崎CC 　坂本　　柊人 　フリー
　服部　　大輔 　フリー 　松本　　正樹 　フリー
※日向　　義久 　ニュー軽米CC 　竹村　　知也 　ゴルフステージフリオ
　徳永　　弘樹 　サンヒルズCC 　船津　　良介 　フリー
　中川　　元成 　フリー 　佐伯部　竜也 　フリー

　池田　　春樹 　泉国際GC
　松田　仙一郎 　フリー 　細田　　尚孝 　中森かいてき薬局
　近藤　　大将 　フリー 　若有　　宣彦 　フリー

　大熊　　洋司 　フリー

MIYAGI OPEN GOLF TOURNAMENT 2022
宮城オープンゴルフトーナメント

22 10:27

1 8:00 23 8:00

2 8:07 24 8:07

3 8:14 25 8:14

4 8:21 26 8:21

5 8:28 27 8:28

6 8:35 28 8:35

7 8:42 29 8:42

8 8:49 30 8:49

9 8:56 31 8:56

10 9:03 32 9:03

11 9:10 33 9:10

12 9:17 34 9:17

13 9:24 35 9:24

14 9:31 36 9:31

15 9:38 37 9:38

16 9:45 38 9:45

17 9:52 39 9:52

18 9:59 40 9:59

19 10:06 41 10:06

20 10:13 42 10:13

21 10:20 43 10:20

44 10:27

1st  Round 【スタート表】 


