
2017年9月21日午後１時締切　最終版

 中部ゴルフ連盟

18H.S 参加　３８クラブ（２２８名） 於．春日井カントリークラブ（東コース）

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 有　馬　　　勲 み　　と 加　藤　猛　志 キャッスルヒル 宇　野　真　司 新　　城

2 7:38 原　田　賢　彦 名古屋 音　田　和　則 平　　谷 滝　川　智　之 高　　森 森　下　　　勝 レイク浜松

3 7:46 片　岡　考　司 稲武ＯＧＭ 鵤　　　一　記 名　　倉 堀　田　茂富市 愛　　知 田　中　好　信 浜　　松

4 7:54 井　上　幹　朗 緑ヶ丘 片　山　達　朗 浜名湖 安　藤　鋼　一 貞　　宝 荒　井　俊　裕 葵

5 8:02 恩　田　享　之 春日井 岡　本　勝　正 鳴　　海 高　須　　　厚 西　　尾 西　尾　正　樹 三　　好

6 8:10 坂　田　三四夫 笹　　戸 小　澤　岳　彦 品野台 渡　邊　昌　樹 知　　多

7 8:18 本　多　秀　明 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ 水　野　憲　治 加　　茂 浜　地　　　弘 犬　　山 岩　月　一　成 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ

8 8:26 市　川　誠　治 豊　　田 伴　野　直　樹 吉　　良 山　本　隆　志 額　　田 中　垣　孝　志 名古屋ｸﾞﾘｰﾝ

9 8:34 栗　田　哲　男 東　　海 稲　垣　智　久 岡　　崎 相　川　　　徹 新南愛知 菅　原　　　修 ｻﾝ･ﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱ

10 8:42 國　友　嘉　人 さなげ 加　藤　隆　久 ロイヤル 菅　沼　伸　好 平　　尾 加　納　康　史 東名古屋

11 8:50 天　野　和　雄 葵 山　田　宣　行 春日井 杉　山　博　祥 浜名湖

12 8:58 斎　藤　芳　広 キャッスルヒル 神　谷　悠　朗 西　　尾 成　田　朋　正 浜　　松 島　田　　弘　 平　　谷

13 9:06 椎　野　嘉　之 名　　倉 有　野　　　徹 レイク浜松 石　川　公　庸 み　　と 中　沢　光　昭 稲武ＯＧＭ

14 9:14 山　下　洋　右 三　　好 野　田　眞　弘 貞　　宝 竹　渕　文　明 緑ヶ丘 青　木　　　晃 鳴　　海

15 9:22 加　藤　高　士 新　　城 池　田　素　啓 高　　森 山　内　啓　二 名古屋 山　口　哲　司 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

16 7:30 大　矢　英　樹 さなげ 石　原　吉　己 ｻﾝ･ﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱ 水　野　達　也 名古屋ｸﾞﾘｰﾝ

17 7:38 小久保　富　弘 岡　　崎 見　﨑　保　和 品野台 大　村　則　雄 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ 萩　野　道　夫 ロイヤル

18 7:46 鈴　木　文　雄 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 土　井　　　誠 新南愛知 判　治　隆　男 吉　　良 井　上　晴　雅 知　　多

19 7:54 長谷川　和　徳 犬　　山 鈴　木　康　友 額　　田 小　松　日出男 東　　海 泉　　　　　章 笹　　戸

20 8:02 山　口　耕　二 平　　尾 三　宅　光　男 豊　　田 相　羽　鉦　弘 東名古屋 森　川　友　晴 加　　茂

21 8:10 田　原　健　二 鳴　　海 後　藤　敏　夫 貞　　宝 原　　　修　二 名古屋

22 8:18 加　藤　哲　博 西　　尾 柳　澤　行　徳 愛　　知 高　橋　一　夫 平　　谷 前　野　　　司 緑ヶ丘

23 8:26 武　田　哲　也 高　　森 髙　田　政　治 三　　好 小　島　朋　広 名　　倉 鈴　木　　　博 葵

24 8:34 鈴　木　裕　介 レイク浜松 伊　藤　勇　次 春日井 杉　浦　正　紀 稲武ＯＧＭ 都　築　　充　 キャッスルヒル

25 8:42 中　神　和賀雄 浜名湖 倉　田　順　一 新　　城 武　田　達　志 浜　　松 小　田　繁　男 み　　と

26 8:50 大　井　　　淳 額　　田 神　谷　　　茂 岡　　崎 小　澄　敏　也 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ

27 8:58 柏　本　達　也 東名古屋 秋　月　孝　一 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ 鶴　原　清　志 品野台 高　須　栄　一 吉　　良

28 9:06 高　川　完　司 知　　多 神　尾　政　好 平　　尾 堀　江　信一郎 さなげ 伊　藤　　　猛 豊　　田

29 9:14 松　本　英　司 加　　茂 志　水　重　哉 笹　　戸 濵　本　政　利 ロイヤル 伊　藤　　　明 新南愛知

30 9:22 吉　村　　　靖 ｻﾝ･ﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱ 伊　藤　昌　司 犬　　山 石　黒　文　一 名古屋ｸﾞﾘｰﾝ 壁　谷　和　秀 東　　海

備考
１.選手の変更は、競技前日９月２１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。

平成２９年度（第４７回）中部インタークラブゴルフ競技　愛知地区予選 
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