
18H.S 参加者人数：１１０名 於．さなげカントリークラブ

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 8:00 青　山　晃　大 中部日本パブ 小　澄　敏　也 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 峠　　　一　夫 春日井

2 8:08 深　川　雅　央 東名古屋 加　藤　久　喜 犬　　山 神　谷　雅　彦 豊　　田 小　澤　晋一郎 貞　　宝

3 8:16 瀬　田　　　豊 新南愛知 小　野　祐次郎 貞　　宝 大　村　慶　一 三　　好 大　矢　英　樹 さなげ

4 8:24 磯　部　泰　邦 南　　山 髙　田　政　治 三　　好 濵　本　佳　伸 知　　多 名　越　裕　晃 豊　　田

5 8:32 阪　口　正　和 春日井 溝　口　　　治 名古屋 伊　藤　雅　和 新南愛知 那　須　富士夫 さなげ

6 8:40 山　口　哲　司 愛　　知 神　田　修　平 東名古屋 柴　田　大　斉 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 五十嵐　康　弘 大樹旭

7 8:48 安　達　大　空 中部日本パブ 小　出　直　哉 貞　　宝 黒　岩　英　二 豊　　田 細　川　淳　治 半　　田

8 8:56 今　川　知　也 三　　好 生　田　　　誠 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 大　西　太　郎 さなげ 伊　藤　勇　次 春日井

9 9:04 浜　地　　　弘 犬　　山 伊　藤　　　明 新南愛知 小　澤　亮太郎 貞　　宝 村　椿　隆　雄 さなげ

10 9:12 永　井　直　樹 緑ヶ丘 大　川　功　起 東名古屋 森　本　敬　太 三　　好 土　方　邦　裕 名古屋

11 9:20 三　浦　宗　樹 豊　　田 恩　田　享　之 春日井 戸　松　　　卓 犬　　山 福　岡　秀　和 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ

12 9:28 都　築　大　寛 高　ゴ　連 岡　村　英　二 ロイヤル 芝　原　秀　雄 貞　　宝 岩　永　憲　一 さなげ

13 9:36 小　澤　一　夫 三　　好 鈴　木　滉　世 豊　　田 浦　山　久与史 新南愛知 園　田　正　文 東名古屋

14 9:44 榊　原　吉　規 知　　多 小　島　一　晃 笹　　戸 國　友　嘉　人 さなげ 山　本　秀　樹 愛　　知

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

15 8:00 加　藤　早　人 さなげ 長　澤　圭　一 三　　好 青　田　弘　好 知　　多

16 8:08 西　口　道　明 東名古屋 竹　尾　　　賢 名古屋ｸﾞﾘｰﾝ 右　田　哲　也 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 夏　目　　　潤 春日井

17 8:16 泉　　　　　章 笹　　戸 前　野　　　司 緑ヶ丘 後　藤　康　之 新南愛知 窪　田　　　徹 愛　　知

18 8:24 横　井　優　星 中部日本パブ 滝　本　裕　伸 さなげ 安　藤　泰　秀 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 高　木　章　好 東名古屋

19 8:32 浅　野　公　造 三　　好 中　西　賢　治 名古屋 竹　本　明　則 知　　多 直　江　太　志 貞　　宝

20 8:40 佐　藤　和　史 新南愛知 柴　田　晃　司 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 齊　藤　泰　久 豊　　田 久　保　精一郎 鳴　　海

21 8:48 長谷川　和　徳 犬　　山 澤　田　　　勉 春日井 土　井　　　誠 新南愛知 加　納　康　史 東名古屋

22 8:56 福　岡　逸　人 三　　好 柴　田　雅　好 半　　田 加　藤　久　尊 貞　　宝 早　川　正　彦 豊　　田

23 9:04 三　浦　英　夫 笹　　戸 伊　藤　夏　樹 大樹旭 岡　島　典　文 東名古屋 祖父江　彰　芳 さなげ

24 9:12 藤　井　靖　啓 大樹旭 柴　田　恭　志 緑ヶ丘 稲　垣　幸　伸 加　　茂 櫛　田　浩　哉 三　　好

25 9:20 矢　田　朋　浩 新南愛知 杉　原　盛　秀 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 上　田　敦　士 中部日本パブ 小　野　英　樹 名古屋

26 9:28 杉　浦　成　亮 あららぎ 藤　田　敏　和 愛　　知 平　松　幹　尋 新南愛知 土　井　英　幸 知　　多

27 9:36 山　田　忠　和 貞　　宝 武　陵　守　利 春日井 磯　部　英　一 さなげ 佐　藤　　　敦 豊　　田

28 9:44 小　原　　　景 東名古屋 小　山　正　行 新南愛知 伊　藤　道　弘 南　　山 植　村　亮　仁 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ

備考
1.本戦出場者は、30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→カウントバック→くじ引きの順に決定する。
　欠場者が出ても、次位の者は繰り上げない。
2.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。
3.病気、事故等のため参加を取り止めた場合は、必ず事前に所属倶楽部を通じて中部ゴルフ連盟（052-586-1345）へ連絡すること。
　なお、競技当日の場合は、さなげカントリークラブ（0565-48-1301）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。

平成２８年度（第４９回）中部アマチュアゴルフ選手権競技　愛知Ｂ地区予選 

組み合わせ並びにスタート時刻表

５月１３日 （金）

 中部ゴルフ連盟


