
中部ゴルフ連盟

参加者人数：89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 8:00 朝西 憲治 片山津GC 桑原 秀樹 呉羽CC 山下 典佑 金沢CC

2 8:08 西出 茂 山代GC 花沢 健一郎 福井国際CC 林 建治 朱鷺の台CC

3 8:16 高橋 晋介 立山CC 西 直幸 加賀CC 山本 恒久 片山津GC 大貫 裕人 わかさCC

4 8:24 橋本 勝仁 加賀セントラルGC 堀 亮久 フクイCC 嶋川 一三 呉羽CC 野田 健二 金沢CC

5 8:32 髙山 秀樹 わかさCC 平田 敏之 チェリーGC金沢東 佐々木 秀文 能登CC 野村 和裕 富山CC

6 8:40 田中 智紀 朱鷺の台CC 木村 昌幸 呉羽CC 奥村 博之 八尾CC 大島 護 片山津GC

7 8:48 杉木 直人 呉羽CC 池應 真英 片山津GC 小池 祐嗣 朱鷺の台CC 吉川 茂雄 千羽平GC

8 8:56 奥山 良信 芦原GC 西川 良太 金沢CC 西口 光生 片山津GC 米山 博幸 魚津国際CC

9 9:04 野間 安信 わかさCC 玉川 勝則 加賀セントラルGC 宮本 将利 呉羽CC 久門 弘 白山CC

10 9:12 山田 孝一 千羽平GC 影山 直樹 能登CC 遠藤 謙 朱鷺の台CC 稲垣 太郎 呉羽CC

11 9:20 金子 清隆 能登CC 近江 隆男 わかさCC 横山 欣史 山代GC 吉田 宰治 魚津国際CC

12 9:28 藤島 壮一郎 能登CC 松原 和之 呉羽CC 木村 浩之 チェリーGC金沢東 山田 外志雄 片山津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

13 8:00 豊田 幸志 芦原GC 蓮沼 謙一 白山CC 市森 満 富山CC

14 8:08 山下 正幸 金沢CC 久田 弘始 呉羽CC 荻野 隆弘 わかさCC 小倉 隆太郎 片山津GC

15 8:16 石黒 博行 立山CC 沖野 幸一 能登CC 小棹 美徳 芦原GC 春田 明彦 ザ・CC・能登

16 8:24 川田 秀樹 呉羽CC 河田 信彰 ザ・CC・能登 富樫 茂 片山津GC 山本 浩司 わかさCC

17 8:32 安田 義広 立山CC 鈴木 謙太郎 加賀セントラルGC 若山 裕一 小松CC 水島 正成 呉羽CC

18 8:40 下谷内 哲次 ザ・CC・能登 三井 亮大 呉羽CC 音田 天利 わかさCC 堀 信義 片山津GC

19 8:48 北山 隆 金沢CC 生田 敏秋 八尾CC 吉田 英敏 魚津国際CC 田中 彰 山代GC

20 8:56 前田 浄孝 越前武生CC 小田 丞 呉羽CC 池田 健 チェリーGC金沢東 北野 和彦 ザ・CC・能登

21 9:04 福井 徹 わかさCC 能澤 剛 朱鷺の台CC 南 薫郎 片山津GC 馬渡 武英 八尾CC

22 9:12 田部 晴一 片山津GC 高野 浩 芦原GC 山口 和宏 朱鷺の台CC 太田 登 呉羽CC

23 9:20 森口 康裕 呉羽CC 野口 大地 魚津国際CC 太田 達也 山代GC 小網 潤 能登GC

備考

2019年度（第9回）中部ミッドアマチュアゴルフ選手権競技　北陸地区予選
組み合わせ並びにスタート時刻表

8月30日 （金）

１．本戦出場者は、２５名とする。選出に当たりタイが生じた場合は、マッチング・スコアカード→くじ引きの順に決定する。欠場者が出ても、次位の者は繰上げない。
２．予選において、欠場者が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。
３．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、呉羽カントリークラブ（０７６－４３４－２１００）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．呉羽カントリークラブ(日本海コース)


	成績無

