
平成26年度　第1回

中部アマゴルフ研修競技

第1ラウンド  18 H.S  組み合わせ並びにスタート時刻表

【開催日】 2014年 4月 21日（月） 【出場者人数】168人 於、三好カントリー倶楽部（西コース）

１番スタート

組 時刻 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ

1 7:30 玉　山　博　康 桑　　名 * 國　友　嘉　人 さなげ 後　藤　康　之 新南愛知 * 吉　村　典　男 瑞浪高原

2 7:37 吉　川　靖　人 緑ヶ丘 湯　本　眞　士 越前武生 矢　野　達　也 六　　石 加　藤　大　介 レイクグリーン

3 7:44 蟹　江　俊　郎 葵 * 太　田　満　夫 岐阜北 光　松　則　夫 明　　智 安　藤　隆　之 南　　山

4 7:51 佐　藤　剛　一 ｻﾝ･ﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱ * 上　田　修　志 芦　　原 一　柳　邦　彦 六　　石 黒　岩　英　二 豊　　田

5 7:58 横　山　浩　康 ローモンド * 藤　田　敏　和 愛　　知 * 内　藤　真　如 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ * 豊　田　　　勉 鈴　　鹿

6 8:05 山　村　憲　人 ライオンズ * 那　須　富士夫 さなげ 宮　崎　洋　平 東名根羽 清　水　克　也 スリーレイクス

7 8:12 * 佐々木　清　士 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖 東　　　覚　司 小　　原 * 水　野　清　治 愛　　岐 川　口　博　司 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ関

8 8:19 大　橋　健　一 富士可児 関　根　隆　司 津　　Ｃ * 磯　部　泰　邦 南　　山 小　巻　澄　夫 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪

9 8:26 伊　藤　浩　之 瑞　　陵 * 仁　川　稔　朗 法仙坊 伊　里　裕　治 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 山　本　秀　樹 貞　　宝

10 8:33 * 近　岡　次　男 ぎふ美濃 神　谷　　　茂 岡　　崎 伊　藤　美喜夫 福井国際 * 山　本　和　夫 富士可児

11 8:40 谷　口　秀　司 リオフジワラ 稲　川　鉄　心 大　　垣 豊　田　幸　志 芦　　原 水　谷　友　哉 涼　　仙

12 8:47 斎　藤　元　一 伊　　勢 * 福　井　宏　仁 伊良湖 飛　田　征　男 越前武生 早　川　直　希 スリーレイクス

13 8:54 * 新　美　金之介 愛　　知 * 平　松　幹　尋 新南愛知 神　田　輝　彦 六　　石 * 橋　元　幸　次 名古屋

14 9:01 * 春日井　　　修 ﾆｭｰｷｬﾋﾟﾀﾙ 金　本　湧　謙 ライオンズ * 岡　前　享　二 飛騨高山 大　村　則　雄 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ

15 9:08 * 藤　井　広　文 桑　　名 近　藤　歳　宗 ローモンド 音　田　天　利 わかさ 池　谷　一　郎 岡　　崎

16 9:15 早　川　隆　行 デイリー瑞浪 児　島　達　之 春日井 吉　田　眞　宏 鈴　　鹿 * 伊　藤　和　美 芦　　原

17 9:22 三　浦　宗　樹 豊　　田 杉　本　　　拓 スリーレイクス * 桑　田　喜　夫 デイリー郡上 三　岳　彰一郎 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪

18 9:29 長谷川　正　宏 やまがた * 青　木　清　治 鈴　　峰 大　野　佳　隆 岐阜本巣 * 園　田　正　文 東名古屋

19 9:36 源　野　智　紀 朱鷺の台 大　場　俊　介 浜　　松 * 矢　野　幸　義 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ関 * 金　原　好　隆 青山高原

20 9:43 河　北　　　実 ﾆｭｰｷｬﾋﾟﾀﾙ * 吉　村　房　雄 鷲ヶ岳高原 西　村　隆　司 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ 直　江　太　志 貞　　宝

21 9:50 酒　井　　進 岐阜北 織　田　恒　郎 三重白山 水　野　啓　介 額　　田 大　橋　　誠 デイリー瑞浪

10番スタート

組 時刻 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ

1 7:30 伊　藤　慎　也 六　　石 赤　坂　壽　彦 各務原 坂　本　雅　実 明　　智 * 池　田　　　亨 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ

2 7:37 杉　原　栄　根 ライオンズ 黒　川　智　勝 スリーレイクス * 田　中　鋭　郎 富士可児 中　森　拓　也 品野台

3 7:44 小　原　　　景 リオフジワラ 吉　村　定　久 岐阜ｾﾝﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ 小　澄　敏　也 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ * 大　森　幹　夫 越　　前

4 7:51 * 原　田　光　也 葵 小　本　誠　二 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪 * 関　　　陽　一 芦　　原 中　村　元　三 岐阜国際

5 7:58 中　嶌　克　佳 岐阜関 金　本　基　広 片山津 佐　伯　康　成 デイリー瑞浪 * 中　山　文　彦 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ

6 8:05 * 金　村　正　春 鈴　　鹿 右　田　哲　也 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 岡　島　典　文 東名古屋 石　川　典　久 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ

7 8:12 山　田　秀　樹 立　　山 佐　藤　和　史 新南愛知 間　瀬　浩　正 知　　多 * 村　林　嘉　郎 松　　阪

8 8:19 庄　田　　　勝 立　　山 洞　口　真　次 飛騨高山 桂　山　　　茂 豊　　田 * 青　木　　　晃 鳴　　海

9 8:26 藤　井　靖　啓 クラウン 中　村　秀　実 浜　　松 加　藤　久　視 笹　　戸 江　藤　豊　年 鈴　　鹿

10 8:33 諸　橋　芳　行 パインズ 下　川　和　美 富士可児 岡　田　建　二 スリーレイクス 堀　口　典　弘 ライオンズ

11 8:40 笠　井　崇　嗣 越前武生 早　野　竜　一 谷　　汲 * 稲　垣　智　久 岡　　崎 * 高　原　康　男 富士可児

12 8:47 奥　山　良　信 芦　　原 * 杏　村　龍　秀 南　　山 山　﨑　信　次 瑞　　陵 * 小　倉　俊　英 知　　多

13 8:54 酒　井　佳　樹 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ 倉　田　順　一 新　　城 佐々木　雅　啓 芦　　原 鈴　木　肇　太 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪

14 9:01 * 神　谷　悠　朗 西　　尾 * 青　木　武　人 四日市 宮　坂　賢　治 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 田　中　　　崇 大　　垣

15 9:08 山　口　公　彦 伊　　勢 恩　田　享　之 春日井 下　家　好　浩 福井国際 中　谷　　　有 西　　尾

16 9:15 関　　　淳　悟 ローモンド 土　岐　明　彦 富士可児 * 大　嵜　正　勝 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ関 本　多　秀　明 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ

17 9:22 阪　野　智　久 ライオンズ * 野　田　純　夫 魚津国際 林　　　義　博 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ 白　井　良　典 レイク浜松

18 9:29 太　田　大　士 六　　石 奥　村　博　之 八　　尾 後　藤　章　夫 各務原 杉　山　安　志 ロイヤル

19 9:36 米　山　博　幸 魚津国際 小　野　雅　道 三　　好 * 林　　　研　吉 レイク浜松 大　澤　順　次 瑞　　陵

20 9:43 山　中　敏　靖 富　　山 白　石　一　則 六　　石 * 山　形　　　修 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪 * 片　岡　史　郎 みずなみ

21 9:50 小久保　富　弘 岡　　崎 羽　飼　宏　之 明　　智 * 荒　木　和　之 わかさ * 石　川　一　正 中　　京

* 印：シニアの部
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