
２０１７年９月２８日午後１時最終

 中部ゴルフ連盟

18H.S 参加　４０クラブ（２４０名） 於．芦原ゴルフクラブ（湖コース）

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 8:00 有　澤　武　史 能登Ｃ 田　村　雅　英 大山ｶﾒﾘｱ 山　田　孝　一 千羽平 西　畑　紀　彦 ﾌｫｰﾚｽﾄ福井

2 8:08 伊　与　正　男 加賀ｾﾝﾄﾗﾙ 中　村　都　美 越　　前 朴　木　真　一 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ 浅　野　博　紀 氷　　見

3 8:16 水　上　哲　仁 高　　岡 中　嶋　大　静 芦　　原 岡　田　文　和 金沢Ｃ 木　村　浩　之 チェリー金沢東

4 8:24 花　上　　　勉 太閤山 光　成　照　行 加　　賀 今　西　康　博 越前武生 橋　谷　正　人 杉ノ木台

5 8:32 山　田　秀　樹 立　　山 前　花　壽　利 花　　尾 田　邉　裕　貴 フクイ 田　中　　　翔 金沢Ｇ

6 8:40 中　山　　亮　 金沢ｾﾝﾄﾗﾙ 坂　口　　　学 福井国際 西　出　直　人 白　　山 越　野　雄　一 能登Ｇ

7 8:48 佃　　　祐　介 敦賀国際 中　田　芳　和 小　　松 郷　社　大　輔 能登島 広　瀬　伸一郎 ｻﾞ・CC能登

8 8:56 北　出　輝　雄 ｱｲﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ加賀 郷　社　　　滋　 和　　倉 太　田　達　也 山　　代 稲　垣　太　郎 呉　　羽

9 9:04 野　口　大　地 魚津国際 澁　谷　英　利 金沢リンクス 角　　　拓　馬 ｺﾞｰﾙﾄﾞ福井 源　野　智　紀 朱鷺の台

10 9:12 谷　村　昭　彦 ﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 倉　坂　秀　明 石　　川 馬　渡　武　英 八　　尾 大　島　　　護 片山津

11 9:20 山　下　利　一 金沢Ｇ 佐々木　秀　文 能登Ｃ 古　市　一　真 芦　　原 庄　田　　　勝 立　　山

12 9:28 西　尾　武　夫 花　　尾 田　中　宏治郎 杉ノ木台 吉　岡　哲　也 氷　　見 岩　上　和　弘 加賀ｾﾝﾄﾗﾙ

13 9:36 吉　田　雅　直 大山ｶﾒﾘｱ 廣　瀬　　　正 太閤山 小　島　考　二 越　　前 牧　田　一　来 越前武生

14 9:44 川　田　直　樹 ﾌｫｰﾚｽﾄ福井 松　浦　裕　介 金沢Ｃ 新　郷　浩　勝 加　　賀 吉　川　茂　雄 千羽平

15 9:52 池　田　　　健　 チェリー金沢東 牧　野　貴　大 フクイ 石　橋　賢　尚 高　　岡 寺　田　浄　司 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ

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 8:00 岡　　　宏　和 白　　山 前　田　龍　人 魚津国際 伊　藤　美喜夫 ﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 若　山　裕　一 小　　松

17 8:08 竹　田　幸　生 和　　倉 北　　　多寡幸 能登Ｇ 伊　藤　幸　二 福井国際 池　脇　伸　悟 金沢ｾﾝﾄﾗﾙ

18 8:16 金　岡　利　雄 石　　川 下谷内　哲　次 ｻﾞ・CC能登 星　場　友　和 朱鷺の台 上　倉　幸　司 敦賀国際

19 8:24 島　　　賢　司 呉　　羽 金　田　智太郎 八　　尾 木　澤　賢　一 金沢リンクス 川　中　　　勲 能登島

20 8:32 新　井　秀　明 ｺﾞｰﾙﾄﾞ福井 田　中　昇　嘉 ｱｲﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ加賀 堀　　　信　義 片山津 田　中　　　彰 山　　代

21 8:40 長　原　　　到　 金沢Ｃ 見　谷　純　次 ﾌｫｰﾚｽﾄ福井 橋　本　勝　仁 加賀ｾﾝﾄﾗﾙ 奥　村　一　伸 太閤山

22 8:48 中　村　圭　希 越　　前 島　崎　光　晴 千羽平 斉　藤　　　誠　 大山ｶﾒﾘｱ 松　原　英　範 能登Ｃ

23 8:56 笠　井　崇　嗣 越前武生 原　　　　　守 金沢Ｇ 堂　本　忠　信 杉ノ木台 荒　田　健　哲 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ

24 9:04 地　山　秀　治 氷　　見 新　實　良　太 チェリー金沢東 深　井　秀　明 立　　山 大　石　和　弘 フクイ

25 9:12 花　谷　知　広 芦　　原 中　井　博　之 高　　岡 巻　端　克　文 花　　尾 宮　本　達　也 加　　賀

26 9:20 久　田　　　稔 金沢リンクス 東　野　隼　太 山　　代 奥　井　道太郎 能登島 奥　村　博　之 八　　尾

27 9:28 小　網　　　潤 能登Ｇ 中　川　　　渉 片山津 宮　本　太　一 金沢ｾﾝﾄﾗﾙ 岸　　　新　二 敦賀国際

28 9:36 林　　　建　治 朱鷺の台 木戸口　孝　志 ﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 鷹　合　正　駿 和　　倉 浜　本　将　成 ｺﾞｰﾙﾄﾞ福井

29 9:44 河　田　信　彰 ｻﾞ・CC能登 蓮　沼　謙　一 白　　山 樋　口　健　一 小　　松 吉　田　宰　治 魚津国際

30 9:52 斉　藤　　篤　 福井国際 中　田　慎　一 呉　　羽 金　谷　　　仁　 石　　川 勝　見　外喜夫 ｱｲﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ加賀

備考
１.選手の変更は、競技前日の午後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。
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