
1 8:00 朝野　源吾 旭川GC 後藤　正一 名寄白樺CC 米田　佳史 大雪山CC 山田　英治 グレート旭川CC

2 8:08 滝口　八代八 深川CC 小滝　英博 旭川メモリアルCC 後藤　克仁 士別同友会CC 坂田　亘弘 コート旭川CC

3 8:16 高村　昭夫 セント旭川GC 中川　勝 南宗谷CC 富田　進 旭川たかすGC 井川　龍一 旭川GC

4 8:24 久本　勝二 グリーンスコーレCC 菊池　義昭 セント旭川 橋場　勝利 フォレスト旭川CC 丸谷　正 新奈井江CC

5 8:32 品川　健一 大雪山CC 井野　敏明 コート旭川CC 島津　晙 名寄白樺CC 岩田　忠 深川CC

6 8:40 小林　英夫 旭川国際CC 福士　勝美 士別同友会CC 大立目　重孝 グレート旭川CC 上原　周二 新奈井江CC

7 8:48 中澤　伸一 旭川たかすGC 安田　朝一 南宗谷CC 稲垣　雅彦 フォレスト旭川CC 坂本　修 グリーンスコーレCC

8 8:56 相馬　克典 コート旭川CC 升川　雅充 名寄白樺CC 広富　春樹 大雪山CC 玉村　潔 新奈井江CC

9 9:04 新見　満 セント旭川GC 平野　則夫 旭川メモリアルCC 箕輪　一夫 グリーンスコーレCC 半田　一彦 旭川GC

10 9:12 前田　耕二 旭川メモリアルCC 中村　優 旭川たかすGC 小辻　和幸 セント旭川CC 山下　悟 コート旭川CC

11 9:20 松田　裕之 旭川国際CC 菅井　康裕 士別同友会CC 斎藤　政規 深川CC 伊藤　秀昭 グレート旭川CC

12 9:28 岡崎　広行 名寄白樺CC 今野　克俊 南宗谷CC 松井　五十二 旭川GC 青柳　良一 大雪山CC

13 9:36 若栗　良克 フォレスト旭川CC 奥山　繁美 士別同友会CC 森下　敏彦 新奈井江CC 小竹　勝 グリーンスコーレCC

14 9:44 高橋　孝 士別同友会CC 本間　謙二 グレート旭川CC 久居　稔 旭川国際CC 藤岡　和正 深川CC

15 9:52 今村　十三三 新奈井江CC 高柳　知己 フォレスト旭川CC 菊川　博己 グレート旭川CC 近藤　伸生 大雪山CC

16 10:00 岡崎　稔 深川CC 平柳　豊 コート旭川CC 水上　敏昭 旭川メモリアルCC 杉山　健二 セント旭川CC

17 10:08 奥山　俊夫 旭川国際CC 徳田　博志 セント旭川CC 前田　豊 旭川たかすGC

1 8:00 外川　保 旭川国際CC 高橋　和弘 旭川メモリアルCC 佐藤　廣平 深川CC 馬淵　邦昭 旭川たかすGC

2 8:08 森山　義眞 セント旭川CC 藤部　信夫 名寄白樺CC 太田　悟 大雪山CC 堤　和之 フォレスト旭川CC

3 8:16 黒島　弘司 士別同友会CC 千野　博利 グレート旭川CC 内藤　孝志 旭川国際CC 半田　昭雄 グリーンスコーレCC

4 8:24 菅野　明正 旭川メモリアルCC 浦山　富雄 コート旭川CC 神田　保 旭川GC 成毛　久則 南宗谷CC

5 8:32 吉岡　良夫 フォレスト旭川CC 原　稔 グリーンスコーレCC 北江　勝巳 新奈井江CC 鈴木　哲雄 旭川たかすGC

6 8:40 黒田　英明 名寄白樺CC 三浦　勉 旭川GC 塚八　義人 グリーンスコーレCC 小椋　義則 南宗谷CC

7 8:48 夏山　永吉 フォレスト旭川CC 杉村　光弘 新奈井江CC 高野　政弘 深川CC 佐藤　勝彦 士別同友会CC

8 8:56 斎藤　司 士別同友会CC 川崎　進 旭川国際CC 高井　光碩 大雪山CC 堀井　政樹 グレート旭川CC

9 9:04 織田　義勝 新奈井江CC 藤尾　義次 グレート旭川CC 大野　誠二郎 旭川たかすGC 村上　豊 フォレスト旭川CC

10 9:12 大木　宏 名寄白樺CC 高島　成年 旭川GC 笠井　敏治 旭川国際CC 新谷　新市 南宗谷CC

11 9:20 吉居　敏文 深川CC 飛田　悦男 旭川メモリアルCC 小野寺　次男 大雪山CC 下田　均 コート旭川CC

12 9:28 義達　勝 名寄白樺CC 淤見　政儀 旭川GC 柴田　孝夫 グレート旭川CC 矢田　正巳 南宗谷CC

13 9:36 小野　喜之 旭川国際CC 山崎　浩 深川CC 上村　利昭 旭川GC 村角　誠 士別同友会CC

14 9:44 仲俣　博康 旭川メモリアルCC 渡辺　孝志 セント旭川CC 森　富士彦 新奈井江CC 伊藤　久夫 旭川たかすGC

15 9:52 大倉　博 セント旭川CC 中山　利之 グリーンスコーレCC 木島　勝明 フォレスト旭川CC 石橋　正裕 名寄白樺CC

16 10:00 下川　恵伸 コート旭川CC 井上　謙一 大雪山CC 村椿　光浩 グリーンスコーレCC 佐藤　行雄 南宗谷CC

17 10:08 藤原　政信 旭川たかすGC 奥山　寿男 コート旭川CC 阪本　次雄 旭川メモリアルCC
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大会競技委員長　　伊藤　利夫

令和元年　第37回　道北シニアフレンドリー大会
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