
男性 ：6,899ｙ
シニア ：6,381ｙ
女性 ：5,318ｙ

ＯＵＴ 会場順位 選手名① 選手名② 選手名① 選手名② 会場順位

8:00 豊里１位 谷口　英樹 金澤　雅之 〇 ５＆４ 安藤　弘 木梨　雅夫 メイプル９位

8:08 豊里２位 藤本　政光 吉岡　進 〇 ２UP 杉本　大泰 富　琉緒 メイプル８位

8:16 豊里３位 黒滝　公彦 吉田　壮一郎 〇 ５＆４ 柴原　眞介 姫野　達也 太平洋江南７位

8:24 豊里４位 高橋　康之 新井　孝勝 １UP 〇 饒田　剛央 榎本　雄文 メイプル７位

8:32 豊里５位 平山　芳照 永田　昭二 〇 ６＆４ 清瀬　忠 藤本　秀樹 太平洋江南６位

8:40 豊里６位 千葉　実 飯島　辰雄 ４＆３ 〇 崎山　一茂 大貫　靖浩 メイプル６位

8:48 豊里７位 鈴木　研 田畑　祐明 １UP 〇 坂本　健造 島村　敏 太平洋江南５位

8:56 シード１ 武蔵　圭太 松田　永基 〇 ６＆５ 八巻　峻平 川村　勇介 プレステージ７位

9:04 キング１位 窪田　恵介 重藤　亮一 〇 ６＆４ 齊藤　賢司 牛之浜　純俊 プレステージ６位

9:12 キング２位 杉中　勇太 冨田　俊貴 〇 ２UP 長谷部　貴士 中山　智貴 プレステージ５位

9:20 キング３位 安西　浩希 山本　健次郎 ２＆１ 〇 光永　湧 高橋　拓耶 プレステージ４位

9:28 豊里１６位 畠山　宏 山川　正洋 ４＆３ 〇 森田　正浩 長沼　清司 シード３

9:36 レイク８位 日坂　泰之 保住　朋幸 ４＆３ 〇 松原　秋彦 東城　正実 オーク１位

9:44 レイク７位 清野　誠 松田　永浩 〇 ３＆１ 鈴木　信治 阿部　貴俊 オーク２位

9:52 レイク６位 志渡　智宏 小山　豊 〇 ２UP 高野　浩二 長谷川　亮介 オーク３位

10:00 レイク５位 秦　晴彦 都元　陽介 ２＆１ 〇 藤平　康法 牧瀬　直行 オーク４位

ＩＮ 会場順位 選手名① 選手名② 選手名① 選手名② 会場順位

8:00 オーク５位 幸村　憲明 浜谷　悟司 ２UP 〇 関本　勝 堂川　真一 レイク４位

8:08 オーク６位 山本　充 庄司　英一 〇 EVEN 榎本　勇 下山　秀行 レイク３位

8:16 オーク７位 久重　和敬 村瀬　誠 ６＆５ 〇 大原　俊弘 大坪　純一 レイク２位

8:24 オーク８位 難波　紀幸 佐藤　浩一 〇 １UP 千北　光仁 中村　勝郁 レイク１位

8:32 オーク９位 渡辺　茂男 小松　昭人 〇 EVEN 山田　豊 田中　良博 シード２

8:40 メイプル５位 平井　太寿 梅澤　昂大 ４＆３ 〇 佐藤　学 高橋　宏治 豊里８位

8:48 太平洋江南８位 藤村　卓哉 西　良一 EVEN 〇 盛永　哲也 田中　克幸 豊里９位

8:56 メイプル４位 岡　安人 高本　諒 ４＆２ 〇 奥田　堅太郎 松下　宗嗣 豊里１０位

9:04 太平洋江南３位 加瀬　健史 中山　秀之 〇 ３＆２ 曽我　文彦 福室　守 豊里１１位

9:12 メイプル３位 佐居　承緒 松永　慎一郎 EVEN 〇 篠田　裕邦 林　久仁彦 豊里１２位

9:20 太平洋江南２位 太田　秀樹 村山　浩伸 〇 １UP 長谷川　克己 箱守　伸夫 豊里１３位

9:28 太平洋江南１位 松島　敏之 西谷　憲之 〇 ３＆１ 相樂　康雄 大貫　哲人 豊里１４位

9:36 メイプル１位 衣笠　洋司 猿山　隆二 〇 １UP 蒲池　誠 田中　耕太郎 豊里１５位

9:44 プレステージ３位 松永　敬介 穐元　義和 〇 １UP 木村　健一 橋本　征道 キング４位

9:52 プレステージ２位 小泉　洋平 猪飼　大 ３＆２ 〇 尾上　良明 加藤　靖司 キング５位

10:00 プレステージ１位 黒澤　健一 上野　千津美 〇 １UP 芝田　進弘 上野　広明 キング６位

※マッチイーブン(引き分け)の場合
　　　　　　ＯＵＴスタートのマッチは、１８番ホールからの○(ＵＰ)により勝者を決定し、
　　　　　　ＩＮスタートのマッチは、９番ホールからの○(ＵＰ)により勝者を決定しています。

サンケイスポーツダブルスマッチプレーゴルフ選手権　 事務局　　競技委員

サンケイスポーツダブルスマッチプレーゴルフ選手権２０２２

試合結果

試合結果

★関東本戦１回戦　１１月７日(月)　宍戸ヒルズカントリークラブ　　試合結果★

天候：晴れ


