
18H.S 参加者人数：１３３名 於．岐阜関カントリー倶楽部（東コース）

1番スタート

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

1 7:32 岡　安　真　也 西　　尾 名須川　勝　幸 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ 斎　藤　元　一 伊　　勢

2 7:40 湯　本　眞　士 越前武生 武　陵　守　利 春日井 矢　野　達　也 六　　石

3 7:48 赤　尾　孝　三 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ関 水　谷　友　哉 涼　　仙 間　瀬　浩　正 知　　多 早　川　直　希 スリーレイクス

4 7:56 吉　川　英　則 愛　　岐 大　橋　将　太 知　　多 豊　田　秀　信 加賀ｾﾝﾄﾗﾙ 野　村　智　美 ロイヤル

5 8:04 吉　村　譲　二 さくら 松　原　貴　一 名　　四 下　家　好　浩 福井国際 洞　口　真　次 飛騨高山

6 8:12 内　藤　　　智 明　　世 神　谷　悠　朗 西　　尾 石　川　桂　吾 レイク浜松 石　川　一　正 中　　京

7 8:20 古　田　正　実 各務原 東　　　覚　司 小　　原 星　野　良　博 平　　尾 上　田　修　志 芦　　原

8 8:28 大　場　俊　介 浜　　松 奥　山　良　信 芦　　原 小　倉　俊　英 知　　多 森　下　孝　光 山　　岡

9 8:36 倉　田　順　一 新　　城 堀　江　典　央 岐阜稲口 早　川　隆　行 デイリー瑞浪 下　川　和　美 富士可児

10 8:44 春日井　　　修 恵那峡 山　形　　　修 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪 片　岡　史　郎 みずなみ 今　野　正　吾 ライオンズ

11 8:52 荒　木　和　之 わかさ 関　　　淳　悟 ローモンド 稲　垣　智　久 岡　　崎 西　村　隆　司 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ

12 9:00 三　尾　秀　也 山　　岡 藤　井　広　文 桑　　名 浅　井　清　一 越前武生 櫛　田　浩　哉 三　　好

13 9:08 石　川　太　志 西　　尾 三　岳　直　樹 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪 宮　森　裕　一 立　　山 金　本　湧　謙 ライオンズ

14 9:16 仁　川　稔　朗 法仙坊 山　村　憲　人 ライオンズ 竹　田　雅　彦 京　　和 坂　本　雅　実 明　　智

15 9:24 神　田　輝　彦 六　　石 黒　川　智　勝 スリーレイクス 大　森　幹　夫 越　　前 山　中　敏　靖 富　　山

16 9:32 小　棹　美　徳 杉ノ木台 吉　村　典　男 瑞浪高原 種　　　洋　史 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 清　水　克　也 スリーレイクス

17 9:40 黒　岩　英　二 豊　　田 阪　口　正　和 春日井 米　山　博　幸 魚津国際 伊　藤　浩　之 瑞　　陵

10番スタート

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

1 7:32 大　島　弘　也 山　　岡 藤　田　敏　和 愛　　知 石　川　典　久 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ

2 7:40 新　美　金之介 愛　　知 近　藤　　　稔 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ 寺　本　大　幸 三重白山 吉　村　定　久 岐阜ｾﾝﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ

3 7:48 大　橋　聖　司 浜名湖 勇　　　　　修 谷　　汲 関　根　隆　司 津　　Ｃ 水　野　啓　介 額　　田

4 7:56 米　澤　功一郎 新　　城 阪　野　智　久 ライオンズ 吉　田　眞　宏 四日市 太　田　満　夫 岐阜北

5 8:04 玉　川　　　実 わかさ 戸　松　　　卓 犬　　山 石　川　鋼　逸 葵 園　田　正　文 東名古屋

6 8:12 播　口　真　午 デイリー瑞浪 有　鹿　秀　樹 岐阜ｾﾝﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ 豊　田　幸　志 芦　　原 川　端　　　敏 山　　岡

7 8:20 太　田　大　士 六　　石 青　木　清　治 鈴　　峰 杉　山　安　志 ロイヤル 堀　尾　儀　孝 西　　尾

8 8:28 児　島　達　之 春日井 山　本　和　夫 富士可児 加　藤　貴　之 日本ライン 粂　野　俊　之 ライオンズ

9 8:36 大　山　碩　済 ライオンズ 三　浦　宗　樹 豊　　田 白　井　良　典 レイク浜松 土　岐　明　彦 富士可児

10 8:44 恩　田　享　之 春日井 鈴　木　肇　太 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪 蜘　手　康　介 飛騨高山 水　谷　友　彦 さなげ

11 8:52 山　本　好　幸 知　　多 堀　場　政　行 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 白　石　一　則 六　　石 酒　井　佳　樹 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ

12 9:00 清　本　宗　久 松　　阪 織　田　恒　郎 三重白山 羽　飼　宏　之 明　　智 堀　口　典　弘 ライオンズ

13 9:08 山　﨑　信　次 瑞　　陵 三　岳　彰一郎 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪 島　田　　　崇 朱鷺の台 寺　田　好　郎 飛騨高山

14 9:16 矢　田　朋　浩 新南愛知 関　　　陽　一 芦　　原 大　橋　　　誠 デイリー瑞浪 本　多　秀　明 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ

15 9:24 松　原　和　之 呉　　羽 大　橋　健　一 富士可児 江　藤　豊　年 鈴　　鹿 中　村　元　三 岐阜国際

16 9:32 岡　田　建　二 スリーレイクス 源　野　智　紀 朱鷺の台 後　藤　章　夫 各務原 林　　　義　博 山　　岡

17 9:40 一　柳　邦　彦 六　　石 林　　　考　春 葵 田　原　健　二 鈴　　峰 奥　村　博　之 八　　尾

備考 山　﨑　信　次 瑞　　陵
欠席があった場合などは組合せの変更があります。
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