
9月26日最終

中部ゴルフ連盟

参加者人数：228名 / 38 クラブ
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

39 7:00 石川 典久 ザ・トラディションGC 山碕 久仁英 みとGC 松嶋 文孝 レイク浜松CC 星野 良博 平尾CC

40 7:08 加納 康史 東名古屋CC 泉 章 笹戸CC 原田 賢彦 名古屋GC 鈴木 康友 額田GC

41 7:16 水野 憲治 加茂GC 吉川 靖人 緑ヶ丘CC 岡田 邦裕 さなげCC 影山 敏裕 浜松CC

42 7:24 柴田 雅好 豊田CC 水野 隆美 南山CC 加藤 久喜 犬山CC 日比野 富士男 品野台CC

43 7:32 小池 優 鳴海CC 林 弘之 あららぎCC 伊藤 紘一 春日井CC 花本 謙二 名古屋グリーンCC

44 7:40 加藤 久尊 貞宝CC 藤田 敏和 愛知CC 斎藤 芳広 キャッスルヒルCC 岩月 一成 セントクリークGC

45 7:48 中根 貴之 ロイヤルCC 安本 龍男 岡崎CC 池田 素啓 高森CC 壁谷 和秀 東海CC

46 7:56 柴田 悟 西尾GC 高橋 一夫 平谷CC 宇野 克己 吉良CC 鈴木 博 葵CC

47 8:04 中沢 光昭 稲武CC 桂巻 潤 新城CC 山本 浩詳 名倉CC 渡邊 昌樹 知多CC

48 8:12 片山 達朗 浜名湖CC 佐藤 和史 新南愛知CC 松下 善洋 みとGC 柏井 紳吾 吉良CC

49 8:20 伊藤 正博 葵CC 佐藤 裕仁 犬山CC 柴田 恭志 緑ヶ丘CC 小野 英樹 名古屋GC

50 8:28 坂口 充 平谷CC 岡元 俊二 名古屋グリーンCC 山口 耕二 平尾CC 水谷 隆夫 笹戸CC

51 8:36 澤田 勉 春日井CC 大谷 雅陸 キャッスルヒルCC 神谷 哲郎 岡崎CC 久保 精一郎 鳴海CC

52 8:44 杉浦 正紀 稲武CC 大羽 伸治 新城CC 松井 康真 浜名湖CC 田島 修介 愛知CC

53 8:52 坂口 光賢 額田GC 荻原 浩司 高森CC 滝本 裕伸 さなげCC 大場 俊介 名倉CC

54 9:00 名越 裕晃 豊田CC 織田 晴彦 ザ・トラディションGC 大岩 正和 知多CC 石川 太志 西尾GC

55 9:08 阪本 孝男 レイク浜松CC 杉浦 成亮 あららぎCC 鈴置 一仁 ロイヤルCC 荒木 彰崇 東名古屋CC

56 9:16 土井 誠 新南愛知CC 丹羽 俊之 品野台CC 谷口 真也 貞宝CC 峪口 幸 加茂GC

57 9:24 伊藤 光寿 浜松CC 閔 康秋 東海CC 吉澤 孝彦 セントクリークGC 平田 義勝 南山CC

備考

2019年度（第49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27日 （金）

１.選手の変更は、競技前日９月２６日（木）の午後１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。

於．ロイヤルカントリークラブ(クラウン, プリンス, クイーンコース)

出場順位[３] （クイーン → クラウン）


	成績無

