
18H.S 参加　３８クラブ（２２８名） 於．東名古屋カントリークラブ（西コース）

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 7:30 阿　部　　　穣 犬　　山 神　谷　悠　朗 西　　尾 内　藤　正　紀 平　　谷

2 7:38 宮　園　正　則 額　　田 来　山　健　一 平　　尾 小　出　直　哉 貞　　宝 杉　原　盛　秀 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ

3 7:46 鈴　木　実　雄 ｻﾝ･ﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱ 恵　川　峰　夫 レイク浜松 宇　野　克　己 吉　　良 大　橋　聖　司 浜名湖

4 7:54 鈴　置　一　仁 ロイヤル 恩　田　享　之 春日井 山　本　和　重 高　　森 桂　川　博　行 岡　　崎

5 8:02 山　本　幸　広 名古屋ｸﾞﾘｰﾝ 真　野　義　章 愛　　知 久　保　精一郎 鳴　　海 福　岡　逸　人 三　　好

6 8:10 喜　田　賢　司 浜　　松 渡　邊　昌　樹 知　　多 山　本　浩　詳 名　　倉

7 8:18 戸　田　真　義 稲武ＯＧＭ 伊　藤　正　博 葵 小　林　俊　之 み　　と 刑　部　　　淳 品野台

8 8:26 長　嶋　　　篤 豊　　田 堀　江　信一郎 さなげ 相　羽　鉦　弘 東名古屋 平　田　義　勝 南　　山

9 8:34 浦　山　久与史 新南愛知 吉　川　靖　人 緑ヶ丘 諏　訪　真善夫 加　　茂 閔　　　康　秋 東　　海

10 8:42 水　谷　隆　夫 笹　　戸 溝　口　　　治 名古屋 河　口　正　樹 新　　城 永　谷　英　明 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ

11 8:50 竹　内　祐　介 平　　谷 宮　坂　賢　治 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 杉　浦　裕　二 吉　　良

12 8:58 岡　部　篤　史 ｻﾝ･ﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱ 田　島　修　介 愛　　知 神　谷　和　政 ロイヤル 小　林　健　二 浜名湖

13 9:06 小　澤　一　夫 三　　好 山　田　忠　和 貞　　宝 松　嶋　文　孝 レイク浜松 岡　安　真　也 西　　尾

14 9:14 児　島　達　之 春日井 築　山　嘉　信 名古屋ｸﾞﾘｰﾝ 廣　瀬　和　義 犬　　山 水　野　啓　介 額　　田

15 9:22 加　藤　英　樹 平　　尾 山　田　忠　嗣 高　　森 村　瀬　雄　一 鳴　　海 神　谷　哲　郎 岡　　崎

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

16 7:30 有　馬　　　勲 み　　と 伊　藤　雅　和 新南愛知 酒　井　佳　樹 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ

17 7:38 滝　本　裕　伸 さなげ 野　本　健太郎 浜　　松 木　林　亮　博 名　　倉 三　浦　英　夫 笹　　戸

18 7:46 川　口　大八郎 南　　山 榊　原　吉　規 知　　多 稲　垣　幸　伸 加　　茂 中　森　拓　也 品野台

19 7:54 河　北　　　実 東　　海 小　原　　　景 東名古屋 宇　野　真　司 新　　城 石　川　鋼　逸 葵

20 8:02 安　東　孝　治 名古屋 三　浦　宗　樹 豊　　田 柴　田　恭　志 緑ヶ丘 杉　浦　正　紀 稲武ＯＧＭ

21 8:10 石　川　桂　吾 レイク浜松 加　藤　賢　吾 額　　田 飯　田　治　幸 浜名湖

22 8:18 影　山　淳　一 岡　　崎 佐　藤　裕　仁 犬　　山 今　川　知　也 三　　好 椎　屋　　　猛 平　　谷

23 8:26 石　川　太　志 西　　尾 柴　田　晃　司 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 高　橋　成　治 ロイヤル 岡　本　勝　正 鳴　　海

24 8:34 山　口　哲　司 愛　　知 星　野　良　博 平　　尾 澤　田　　　勉 春日井 長　坂　茂　和 吉　　良

25 8:42 小　野　祐次郎 貞　　宝 岡　元　俊　二 名古屋ｸﾞﾘｰﾝ 大　地　英　吾 ｻﾝ･ﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱ 中　塚　　進　 高　　森

26 8:50 石　川　直　樹 葵 大　西　太　郎 さなげ 金　澤　　　明 新　　城

27 8:58 金　井　秀　人 南　　山 安　藤　彰　洋 稲武ＯＧＭ 澁　谷　政　治 浜　　松 村　田　　　裕 東　　海

28 9:06 坂　野　　　豊 加　　茂 本　多　秀　明 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ 椎　野　嘉　之 名　　倉 宮　﨑　洋　平 豊　　田

29 9:14 土　井　健太郎 東名古屋 山　下　　　光 知　　多 見　﨑　和　也 品野台 小　島　一　晃 笹　　戸

30 9:22 磯　輪　昇　男 緑ヶ丘 関　戸　治　朗 名古屋 佐　藤　和　史 新南愛知 深　谷　俊　行 み　　と

備考
１．選手の変更は、９月２１日（水）の午後５時までに、中部ゴルフ連盟（FAX052-561-7972）に届け出て、競技委員長の許可を受け変更することができる。
２．上位５クラブが本戦に出場できる。

平成２８年度（第４６回）中部インタークラブゴルフ競技　愛知地区予選 

組み合わせ並びにスタート時刻表

９月２３日 （金）

10番スタート

9月21日（水）午後５時　最終版
一般の部

 中部ゴルフ連盟


