
1 7:00 夏山　永吉 フォレスト旭川 葛西　雅博 名寄白樺 千代　雅則 セント旭川

2 7:07 村角　誠 士別同友会 愛山　智弘 深川 堤　正博 サロベツ 林　一了 増毛

3 7:14 太田　豊 新奈井江 谷内　信一 紋別 村井　孝之 上湧別 鈴木　大介 増毛

4 7:21 時安　大治 大雪山 古川　賢 グレート旭川 佐々木　秀吉 旭川 村本　健吾 旭川国際

5 7:28 市山　響 大雪山 小田桐　泰之 南宗谷 岩佐　雅弘 上湧別 泉田　康之 旭川メモリアル

6 7:35 岡村　弘重 名寄白樺 河野　仁泰 旭川たかす 瀧川　克典 フォレスト旭川 吉田　和博 増毛

7 7:42 稲垣　雅彦 フォレスト旭川 外山　学 増毛 浅野　英典 旭川 平川　直人 サロベツ

8 7:49 丹羽　洋一 深川 高橋　雄二 紋別 堀　洋彰 コート旭川 大立目　隆博 グレート旭川

9 7:56 高橋　真仁 紋別 稲田　正人 名寄白樺 石澤　忠浩 フォレスト旭川 長谷川　伸一 サロベツ

10 8:03 三好　純夫 深川 鈴木　卓也 紋別 坂井　優 ノースバレー 大西　尚之 士別同友会

11 8:10 衡田　大希 旭川 青木　英和 ノースバレー 布川　優作 士別同友会 真口　拓也 旭川国際

12 8:17 坂井　尊治 コート旭川 辻　満秀 紋別 中坪　政則 大雪山 茂利　裕也 セント旭川

13 8:24 中川　正樹 フォレスト旭川 山下　剛市 上湧別 須賀　徹 グレート旭川 和田　良穂 旭川メモリアル

14 8:31 桑原　久典 紋別 榎本　幸生 増毛 阿部　克久 士別同友会 佐井　勝 セント旭川

15 8:38 小田桐　信充 南宗谷 田野　点 大雪山 熊谷　剛 新奈井江 山下　勝司 名寄白樺

16 8:45 中島　辰也 サロベツ 金川　智之 旭川たかす 長谷川　誠 旭川 工藤　祐三 新奈井江

17 8:52 橘　佳一郎 大雪山 石橋　博幸 名寄白樺 横山　等 旭川たかす 大西　功晃 旭川メモリアル

1 7:00 池田　健三 名寄白樺 高井　光碩 旭川たかす 佐藤　誠 セント旭川

2 7:07 村上　豊 フォレスト旭川 池田　泰久 深川 高畠　茂 ノースバレー 菅野　寿志 コート旭川

3 7:14 高橋　孝 士別同友会 秋元　康二 ノースバレー 小島　朗 グレート旭川 土屋　雅博 新奈井江

4 7:21 岩佐　英樹 旭川 前田　豊 旭川たかす 斎藤　博哉 旭川国際 宮田　昭博 コート旭川

5 7:28 上田　尚登 紋別 谷口　光雄 サロベツ 出崎　真広 南宗谷 泉田　淳志 旭川メモリアル

6 7:35 佐藤　孝雄 南宗谷 高橋　秀行 旭川メモリアル 三浦　剛史 大雪山 工藤　敏昭 士別同友会

7 7:42 北島　誠 旭川 山田　喜孝 グレート旭川 菊地　康文 セント旭川 鈴木　隆英 上湧別

8 7:49 西野目　晃正 旭川国際 佐藤　勝彦 士別同友会 大日向　広仁 新奈井江 猪股　聖 増毛

9 7:56 吉野　裕幸 コート旭川 大坂　章悟 セント旭川 小島　一之 旭川国際 北江　暢康 新奈井江

10 8:03 坂本　博史 ノースバレー 嶋田　英樹 深川 吉本　淳 サロベツ 菅　恭輔 増毛

11 8:10 溝渕　伸二 名寄白樺 鈴木　正樹 南宗谷 澤田　久史 グレート旭川 佐藤　友基 ノースバレー

12 8:17 小渡　俊明 フォレスト旭川 鉢呂　健人 旭川国際 北島　斉 旭川メモリアル 林　憲司 コート旭川

13 8:24 江本　貢史 コート旭川 中本　大至良 深川 佐藤　達也 上湧別 大島　徹 グレート旭川

14 8:31 細川　仁 新奈井江 高橋　利明 大雪山 石橋　雄大 南宗谷 長瀬　信幸 上湧別

15 8:38 武田　朋人 旭川メモリアル 神尾　一明 上湧別 大久保　裕樹 旭川国際 菅　一光 深川

16 8:45 小野　耕司 旭川たかす 宮嶋　三千男 サロベツ 藤原　穂出 南宗谷 吉住　啓史 旭川

17 8:52 西野　稔 セント旭川 本澤　日出夫 ノースバレー 土村　仁 旭川たかす

１.今回は共用の乗用カートを使用したセルフプレーとする。

２.欠場者があるときは本スタート時刻および組み合わせ表を変更する場合がある。

３.欠場の場合は競技前日までは開催コース（フォレスト旭川カントリークラブ：0166-75-4455）、競技当日は開催コース競技委員まで連絡のこと。

レギュラーティ（緑色）

バックティ　　（青色）

競技委員長　金 哲一

令和4年　第41回　道北倶楽部対抗競技大会

【アウトスタート】 日時　令和4年6月12日　　於　フォレスト旭川カントリークラブ

【インスタート】


