
中部ゴルフ連盟・CBCテレビ

参加者人数：145名

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 7:10 尾上 良二 西日本777GC 福岡 逸人 三好CC 増田 豊 デイリー郡上CC

2 7:18 樋口 和大 四日市CC 中沢 光昭 稲武OGMCC 田中 直輝 さくらCC

3 7:26 大野 佳隆 岐阜本巣CC 明石 晋 鈴峰GC 小出 直哉 貞宝CC 杉本 実英 恵那峡CC

4 7:34 宮口 和也 ザ・CC・能登 小沢 孝貴 グリーンヒル瑞浪GC 織田 恒郎 フォレスト芸濃GC 杉浦 成亮 あららぎCC

5 7:42 仁川 稔朗 法仙坊GC 東野 雄樹 加賀CC 太田 泰雅 新城CC 坂口 英昭 岐阜国際CC

6 7:50 関根 隆司 津CC 福井 宏仁 伊良湖シーサイドGC 棚橋 舜 TOSHINさくらHills 藤堂 学 白山CC

7 7:58 杉山 崇 愛岐CC 山下 典佑 金沢CC 太田 大士 六石GC 鈴木 博 葵CC

8 8:06 神谷 雅彦 豊田CC 梶原 力 美濃関CC 重宗 寛 クラウンCC 宮本 太一 金沢セントラルCC

9 8:14 早川 直希 スリーレイクスCC 土肥 龍星 フクイCC 土井 健太郎 東名古屋CC 洞口 真次 飛騨高山CC

10 8:22 岩野 哲也 岐阜セントフィールドCC 久米 洋平 GC大樹旭 椎名 将大 四日市の里GC 庄田 勝 立山CC

11 8:30 岡本 泰岳 菰野ジャック・ニクラウス 福井 敏志 岐阜CC 梅田 恭生 能登CC 金原 誠治朗 緑ヶ丘CC

12 8:38 北村 誠一 小松CC 平田 義勝 南山CC 原田 英明 瑞陵GC 藤井 広文 桑名CC

13 8:46 乾 幸一 霞GC 佐藤 邦彰 わかさCC 山本 幸広 名古屋グリーンCC 内藤 俊雄 中京GC

14 8:54 新實 良太 チェリーGC金沢東 村瀬 雄一 鳴海CC 渡辺 誠 岐阜稲口GC 伊藤 孝 藤原GC

15 9:02 河村 貴博 中部国際GC 川中 勲 能登島G&CC 川原田 甫 伊勢CC 澤田 勉 春日井CC

16 9:10 山田 孝一 千羽平GC 大谷 雅陸 キャッスルヒルCC 寸田 真久 養老CC 宮﨑 冬詩 CRC三重フェニックス

17 9:18 金原 好隆 青山高原CC 吉田 宰治 魚津国際CC 新美 金之介 愛知CC 山腰 員令 TOSHIN Central

18 9:26 戸星 章民 やまがたGC美山 佐野 琢朗 セントクリークGC 曽我 健太郎 むらさき野CC 森 務 榊原GC

19 9:34 赤堀 將史 スプリングフィールドGC 浅井 学 パインズGC 浜 厳治 東濃CC 見谷 純次 フォーレスト福井GC

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

20 7:10 久保 貴司 名松GC 田中 一彦 岐阜北CC 吉本 進勇 平谷CC

21 7:18 宇佐美 友亮 中仙道GC 横見 彰彦 グレイスヒルズCC 川野 政幸 日本ラインGC 石川 太志 西尾GC

22 7:26 田中 好信 浜松CC 浅井 正行 瑞浪高原GC 的場 信一 名四CC 後藤 繁生 明智GC

23 7:34 村田 靖司 CRC白山ヴィレッジ 菱田 健斗 東海CC 大澤 祐治 いわむらCC 山下 茂 小原CC

24 7:42 松木 典 和倉GC 関口 健一郎 レイクグリーンGC 田中 康隆 三鈴CC 山村 憲人 ライオンズGC

25 7:50 河内 昭博 ゴルフ５CみずなみC 市川 充也 美濃白川GC 桂川 博行 岡崎CC 冨岡 宇翔 花尾CC

26 7:58 小網 潤 能登GC 若原 志信 富士C可児C 須藤 大和 名倉CC 谷 光治 ナガシマCC

27 8:06 畑中 克幸 グリーンヒル関GC 荒木 暉久 リオフジワラCC 鈴置 一仁 ロイヤルCC 大島 弘也 山岡CC

28 8:14 田中 秀武 ぎふ美濃GC 矢野 拓弘 半田GL 山本 真生 東建多度CC 林 正憲 ニューキャピタルGC

29 8:22 木戸口 孝志 GCツインフィールズ 樋口 卓 松阪CC 佐藤 和史 新南愛知CC 萩野 成宣 大垣CC

30 8:30 前田 浄孝 加賀セントラルGC 土本 肇 木曽駒高原CC 尾子 高史 富士OGM伊勢大鷲 織井 昭汰 信州伊那国際GC

31 8:38 増田 和茂 タートルエースGC 藤原 充徳 日吉ハイランドC 鈴木 千貴 サン・ベルグラビアCC 本林 勝輝 金沢GC

32 8:46 林 伶夏 長良川CC 滝本 裕伸 さなげCC 前川 建治 GC金沢リンクス 原 邦一 中日CC

33 8:54 小島 一晃 笹戸CC 山口 裕之 名阪チサンCC 織田 信亮 杉ノ木台GC 青木 栄吉 デイリー瑞浪CC

34 9:02 小林 健 島ヶ原CC 村上 将 新陽CC 髙野 正志 呉羽CC 永谷 英明 ザ・トラディションGC

35 9:10 山田 洋揮 明世CC 中村 都美 越前CC 見﨑 和也 品野台CC 小川 竹男 涼仙GC

36 9:18 太田 達也 山代GC 上野 惣一 荘川高原CC 宮園 正則 額田GC 赤坂 壽彦 各務原CC

37 9:26 安田 勇二 谷汲CC 森田 匠海 GCゴールドウイン 笠原 義也 レイク浜松CC 星野 良博 平尾CC

備考

平成30年度（第40回）佐々部杯ゴルフ選手権競技

組み合わせ並びにスタート時刻表

11月21日 （水）

１．１８ホールを終わり上位１００位タイまでの者が、第２ラウンドへ進出できる。
２．第２日目の組み合わせは、第１日目の成績により決定する。
３．欠場者のあった場合は、組み合わせおよびスタート時刻を変更することがある。
４．病気、事故等のため参加を取り止める場合は、必ず事前に所属倶楽部を通じて「欠場届」を中部ゴルフ連盟（０５２-５６１-７９７２）へFAXすること。
　　なお、競技前日および当日の場合は、南山カントリークラブ（０５６５-４２-１１１１）へ連絡すること。
　　無断欠席の場合は、来年度の本競技への出場を停止する。

於．南山カントリークラブ


	成績無

