
9月26日最終

中部ゴルフ連盟

参加者人数：258名 / 43 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

1 7:30 秋穂 徹 太閤山CC 南 勝文 加賀セントラルGC 牧田 一来 越前武生CC

2 7:38 土居 一重 GCツインフィールズ 堀 亮久 フクイCC 山中 敏靖 富山CC

3 7:46 中嶋 大静 芦原GC 奥野 一夫 トナミロイヤルGC 竹田 幸生 和倉GC 岡田 智博 山代GC

4 7:54 山田 孝一 千羽平GC 中井 博之 高岡CC 近江 隆男 わかさCC 堀 信義 片山津GC

5 8:02 郷社 大輔 能登島G&CC 星場 友和 朱鷺の台CC 山本 正人 GCゴールドウイン 田中 宏治郎 杉ノ木台GC

6 8:10 田原 伸治 那谷寺CC 巻端 克文 花尾CC 宮下 永二 金沢CC 籠谷 貴臣 金沢GC

7 8:18 佐々木 秀文 能登CC 坂口 学 福井国際CC 山田 秀樹 立山CC 越野 雄一 能登GC

8 8:26 広瀬 伸一郎 ザ・CC・能登 石崎 勝嘉 大山カメリアCC 金谷 仁 石川GC 馬渡 武英 八尾CC

9 8:34 前田 龍人 魚津国際CC 中山 亮 金沢セントラルCC 西畑 紀彦 フォーレスト福井GC 坂口 尚詩 小松CC

10 8:42 西川 佳男 加賀CC 佃 祐介 敦賀国際GC 島 賢司 呉羽CC 澁谷 英利 GC金沢リンクス

11 8:50 角 拓馬 ゴールド福井CC 中田 幸一 氷見CC 福田 伸吾 越前CC 蓮沼 謙一 白山CC

12 8:58 木村 浩之 チェリーGC金沢東 松本 学 能登島G&CC 石井 一徳 トナミロイヤルGC

13 9:06 橋谷 正人 杉ノ木台GC 辻角 慎吾 太閤山CC 伊藤 美喜夫 GCツインフィールズ 小倉 隆太郎 片山津GC

14 9:14 水上 哲仁 高岡CC 雄川 靖浩 GCゴールドウイン 名川 健太 山代GC 今西 康博 越前武生CC

15 9:22 湯澤 秀和 朱鷺の台CC 網谷 繁宣 富山CC 荻野 隆弘 わかさCC 西尾 武夫 花尾CC

16 9:30 大畠 要 和倉GC 花谷 知広 芦原GC 山下 典佑 金沢CC 江川 忠司 千羽平GC

17 9:38 田邉 裕貴 フクイCC 田中 翔 金沢GC 房野 嘉久 那谷寺CC 橋本 勝仁 加賀セントラル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

18 7:30 見谷 純次 フォーレスト福井GC 金田 智太郎 八尾CC 光成 照行 加賀CC

19 7:38 吉田 宰治 魚津国際CC 木澤 賢一 GC金沢リンクス 笠原 陸 福井国際CC

20 7:46 金岡 利雄 石川GC 増田 真人 越前CC 稲垣 太郎 呉羽CC

21 7:54 地山 秀治 氷見CC 辰野 智規 能登CC 小網 潤 能登GC 新實 良太 チェリーGC金沢東

22 8:02 若山 裕一 小松CC 安田 義広 立山CC 下谷内 哲次 ザ・CC・能登 上倉 幸司 敦賀国際GC

23 8:10 北川 悠介 大山カメリアCC 加藤 弘紀 ゴールド福井CC 原田 水胤 金沢セントラルCC 木村 一茂 白山CC

24 8:18 荒田 健哲 GCゴールドウイン 伊与 正男 加賀セントラルGC 源野 智紀 朱鷺の台CC 高野 浩 芦原GC

25 8:26 東 禎二 トナミロイヤルGC 神谷 哲也 杉ノ木台GC 山下 利一 金沢GC 南日 太一 富山CC

26 8:34 橋本 修 能登島G&CC 西川 良太 金沢CC 坂下 哲之 越前武生CC 荒井 直人 GCツインフィールズ

27 8:42 池尾 良平 フクイCC 土佐 喜宏 太閤山CC 大島 護 片山津GC 北出 輝雄 那谷寺CC

28 8:50 吉川 茂雄 千羽平GC 大貫 裕人 わかさCC 郷社 滋 和倉GC 新井 琢也 高岡CC

29 8:58 笠原 哲人 花尾CC 西内 猛 山代GC 中村 圭希 越前CC

30 9:06 庄田 勝 立山CC 室井 孝介 チェリーGC金沢東 新井 秀明 ゴールド福井CC 蔵谷 純一 GC金沢リンクス

31 9:14 斉藤 篤 福井国際CC 宮本 太一 金沢セントラルCC 久門 弘 白山CC 野口 大地 魚津国際CC

32 9:22 西 直幸 加賀CC 秋平 貴生 敦賀国際GC 南條 貴司 氷見CC 塚本 崇久 小松CC

33 9:30 田川 真二 石川GC 奥村 博之 八尾CC 河田 信彰 ザ・CC・能登 田村 雅英 大山カメリアCC

34 9:38 島田 清盛 フォーレスト福井GC 桑原 秀樹 呉羽CC 北 多寡幸 能登GC 影山 直樹 能登CC

備考

2019年度（第49回）中部インタークラブゴルフ競技　北陸地区予選

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６クラブが本戦に出場できる。

於．高岡カントリー倶楽部(頼成、万葉コース)

一般の部（万葉コース）


	成績無

