
18H.S 参加　２４クラブ（１４４名） 於．芦原ゴルフクラブ（海コース）

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 7:10 小　松　日出男 東　　海 若　松　英　彦 レイクグリーン 福　島　道　章 六　　石 土　田　　　茂 富　　山

2 7:18 土　本　和　宏 フクイ 伊　藤　正　達 日本ライン 大　橋　健　一 富士可児 柏　本　達　也 東名古屋

3 7:26 神　島　匡　樹 能登Ｃ 牧　野　公　洋 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ 川　合　勝　之 関ヶ原 近　藤　徳　久 ローモンド

4 7:34 玉　村　昌　也 明　　智 倉　田　順　一 新　　城 杉　原　栄　根 ライオンズ 川　原　友　樹 呉　　羽

5 7:42 中　西　真　一 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 青　池　邦　昭 芦　　原 小　川　　　毅 瑞　　陵 西　尾　正　樹 三　　好

6 7:50 林　　　建　治 朱鷺の台 金　沢　栄　治 鈴　　鹿 松　田　光　雄 能登Ｇ 加　藤　　　浩 岐阜稲口

7 7:58 伊　藤　功　巳 関ヶ原 加　納　康　史 東名古屋 中　田　慎　一 呉　　羽 高　橋　東　守 ライオンズ

8 8:06 秋　月　孝　一 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ 境　　　　　実 富　　山 竹　内　路　雄 日本ライン 鈴　木　　　茂 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ

9 8:14 野　村　昭　一 朱鷺の台 大　西　和　弘 富士可児 栗　田　哲　男 東　　海 豊　田　秀　樹 芦　　原

10 8:22 山　下　洋　右 三　　好 地　藤　淳　史 能登Ｇ 降　旗　　　泉 レイクグリーン 大　西　好　平 鈴　　鹿

11 8:30 三　浦　　　吉 岐阜稲口 灰　谷　幸　宏 能登Ｃ 山　﨑　信　次 瑞　　陵 冨　松　健　二 六　　石

12 8:38 吉　田　政　美 ローモンド 加　藤　高　士 新　　城 森　下　眞　一 明　　智 中　村　幸　造 フクイ

13 8:46 吉　田　有吉郎 日本ライン 西　口　則　雄 鈴　　鹿 用　村　憲　二 能登Ｇ 土　岐　明　彦 富士可児

14 8:54 伊　藤　和　美 芦　　原 野　村　吉　宗 岐阜稲口 畔　柳　秀　幸 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ 島　　　賢　司 呉　　羽

15 9:02 松　谷　幹　雄 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 名嘉眞　　　隆 明　　智 堀　　　秀　樹 朱鷺の台 今　泉　晴　孝 新　　城

16 9:10 大　山　碩　済 ライオンズ 西　端　正　康 フクイ 髙　田　政　治 三　　好 中　井　正　弘 関ヶ原

17 9:18 太　田　満　夫 レイクグリーン 近　藤　歳　宗 ローモンド 壁　谷　和　秀 東　　海 市　森　　　満 富　　山

18 9:26 神　田　輝　彦 六　　石 西　口　道　明 東名古屋 岡　田　浩　一 瑞　　陵 沖　野　幸　一 能登Ｃ

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

19 7:10 越　野　雄　一 能登Ｇ 永　谷　英　明 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ 奥　村　政　之 岐阜稲口 源　野　智　紀 朱鷺の台

20 7:18 藤　　　浩　一 日本ライン 松　原　英　範 能登Ｃ 宇　野　真　司 新　　城 山　村　憲　人 ライオンズ

21 7:26 樋　口　賢　治 鈴　　鹿 山　中　敏　靖 富　　山 原　田　英　明 瑞　　陵 福　岡　逸　人 三　　好

22 7:34 小　原　　　景 東名古屋 太　田　　　聡 ローモンド 坂　本　雅　実 明　　智 福　岡　康　文 芦　　原

23 7:42 若　原　志　信 富士可児 田　邉　裕　貴 フクイ 河　北　　　実 東　　海 梶　原　竜　夫 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ

24 7:50 上　田　崇　宏 関ヶ原 太　田　大　士 六　　石 稲　垣　太　郎 呉　　羽 上　平　幸　男 レイクグリーン

25 7:58 野　村　和　裕 富　　山 松　山　阜　司 日本ライン 今　川　知　也 三　　好 齋　藤　昌　之 鈴　　鹿

26 8:06 閔　　　康　秋 東　　海 奥　山　良　信 芦　　原 谷　口　公　明 朱鷺の台 安　辺　稔　也 明　　智

27 8:14 酒　井　佳　樹 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ 増　野　逸　実 レイクグリーン 有　澤　武　史 能登Ｃ 三　木　唯　弘 六　　石

28 8:22 河　口　正　樹 新　　城 金　本　湧　謙 ライオンズ 牧　野　貴　大 フクイ 水　野　貴　之 岐阜稲口

29 8:30 米　澤　利　文 呉　　羽 野　畑　　　正 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 上　條　宝　司 富士可児 森　　　敏　郎 瑞　　陵

30 8:38 関　　　淳　悟 ローモンド 相　羽　鉦　弘 東名古屋 齊　藤　　　祐 関ヶ原 池　勝　国　博 能登Ｇ

31 8:46 古　市　一　真 芦　　原 杉　浦　茂　樹 日本ライン 作　村　　　伸 呉　　羽 金　澤　　明　 新　　城

32 8:54 田　口　　　巖 瑞　　陵 小　澤　一　夫 三　　好 村　田　靖　司 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 津　田　博　美 フクイ

33 9:02 山　藤　晋　吾 岐阜稲口 阪　野　智　久 ライオンズ 佐　藤　秀　信 レイクグリーン 佐々木　秀　文 能登Ｃ

34 9:10 坂　本　　　隆 富士可児 小　網　　　潤 能登Ｇ 横　山　浩　康 ローモンド 本　多　秀　明 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ

35 9:18 鈴　木　智　大 東名古屋 湯　澤　秀　和 朱鷺の台 前　田　正　昭 鈴　　鹿 竹　中　康　英 関ヶ原

36 9:26 伊　藤　慎　也 六　　石 後　藤　繁　生 明　　智 網　谷　繁　宣 富　　山 村　田　　　裕 東　　海

備考
選手変更は競技前日の午後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。

平成２８年度（第４６回）中部インタークラブゴルフ競技　 

組み合わせ並びにスタート時刻表

１０月２１日 （金）

1番スタート（５０代の部）

10番スタート（一般の部）

１０月２０日（木）午後５時　最終

 中部ゴルフ連盟


