
コンペ名: 南予研修会(団体戦)

 開催年月日： 優先順位： 参加人数
 順位決定方法： グロス順 男  性: 88 人

 計算条件： ベスト合計計算 女  性: 8 人
組内順位： 1位 ～ 8位 シニア: 0 人

最低参加人数： 0人   計  : 96 人

愛媛ゴルフ倶楽部 濱口 巧
* 田頭 康和 宇都宮 喜多雄
* 福本 好行 佐々木 伊三
* 德田 登子夫 島瀬 靖子
* 福岡 浩二 国松 郁生
* 石井 一夫 松澤 具子
* 白石 幸江 山崎 丈二
* 山根 一善 百合田 美樹
* 永見 勝 大洲ゴルフ倶楽部

堀本 博文 * 正木 洋司
上田 利昭 * 大野 貴聖
岡田 俊彦 * 福岡 大貴
佐々木 則敏 * 松本 正彦
上田 重春 * 増田 光弘
藤本 美登 * 品田 健一郎
城戸 弘行 * 藤澤 光教
安井 清秀 * 中塚 公一
橋田 友一 井上 明男
菅 勝 銀岡 志津雄
田中 則行 福桝 宏昭
沢井 真 松本 謙仁
菅 正郎 梅林 伸一
中川 祝雄 山田 虎幸
菊地 毅洋 山下 浩二
大塚 興恵 亀田 努
新野 賴正 冨士 明
樽岡 信 木田 竜信
日野 猛仁 白石 幸一
弓立 剛 上田 芳明
鎌田 剛児 松山ロイヤルゴルフ倶楽部
篠原 晴美 * 竹本 治義
上甲 芳裕 * 和田 優也
二宮 繁之 * 中嶋 志津雄
岡田 仁 * 隼田 寿浩

宇和島カントリー倶楽部 * 亀井 隆太郎
* 高田 信幸 * 高岡 恭平
* 公受 貴久美 * 安部 賢二
* 二宮 孝弘 * 寺尾 恒則
* 岡﨑 浩平 山口 努
* 末廣 多美男 谷本 太志
* 青野 泰興 臼井 賢治
* 山口 靖二 加藤 菊雄
* 松浦 幸央 石丸 貴之

山口 健吾 大石 潤
松浦 克己 篠﨑 智
松岡 まり 福崎 明人
武内 勝雄 柏木 伸吾
板﨑 惣一 小林 真司
藤中 博 山崎 義司
末光 康 大島 敏男

愛媛ゴルフ倶楽部
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順位 参加者 GROSS HDCP NET 順位 参加者 GROSS HDCP NET

優勝 624 89
72 89
78 89
78 89
79 90
79 90
79 95
79 98
80 3 635
81 74
81 77
81 78
82 80
82 81
83 81
83 81
83 83
84 83
84 84
84 84
87 86
87 86
90 86
90 87
90 87
91 88
92 91
93 92
95 92
95 4 651
97 77
99 79
101 81
107 81

2 634 82
73 83
75 84
76 84
79 86
80 88
83 89
84 90
84 90
85 91
86 91
87 91
87 93
88 94
88 95
88 97
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