
18H.S 参加　３５クラブ（２１０名） 於．白山ヴィレッジゴルフコース（キング）

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 谷　口　秀　司 鈴　　峰 近　藤　総一郎 四日市の里 岩　崎　広　範 グレイスヒルズ

2 7:39 山　村　憲　人 ライオンズ 若　月　　　正 名　　張 藤　村　吉　紀 三重白山

3 7:48 松　田　弘　行 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ 太　田　大　士 六　　石 増　田　大　樹 タートルエース 田　中　資　士 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ

4 7:57 太　田　茂　輝 伊　　勢 石　原　勝　信 メナード青山 高　橋　弘　一 榊　　原 平　岡　孝　之 ルート２５

5 8:06 山　田　信　義 リオフジワラ 髙　田　裕　晃 四日市 中　村　泰　三 三　　重 山　口　英　樹 伊勢中川

6 8:15 新　海　実　晃 名　　四 木　田　義　彦 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾗﾝﾄﾞ 野　末　幸　裕 ローモンド 佐　藤　直　康 霞

7 8:24 古　市　真　也 ﾌｫﾚｽﾄ芸濃 大　澤　芳　巳 中　　日 田　中　康　隆 三　　鈴 清　本　宗　久 松　　阪

8 8:33 野　畑　　　正 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 神　農　竣以知 桑　　名 田　村　尚　也 名　　松 齋　藤　昌　之 鈴　　鹿

9 8:42 岡　本　泰　岳 ｼﾞｬｯｸ･ﾆｸﾗｳｽ 北　山　嘉　一 阿　　山 黒　澤　正　之 三重ﾌｪﾆｯｸｽ 山　地　智　道 名阪チサン

10 8:51 調　所　　　寛 スリーレイクス 山　本　　　敦 四日市 尾　上　良　二 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 伊　藤　慎　也 六　　石

11 9:00 名須川　勝　幸 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ 河　合　孝　浩 榊　　原 宮　下　直　久 三　　重 明　石　　　晋 鈴　　峰

12 9:09 河　合　隆　太 メナード青山 中　村　昌　嗣 グレイスヒルズ 阪　野　智　久 ライオンズ 加　納　悟　史 名　　張

13 9:18 横　山　浩　樹 四日市の里 久保村　　　実　 伊勢中川 丸　山　　　光 伊　　勢 近　藤　泰　満 リオフジワラ

14 9:27 寺　本　大　幸 三重白山 豊　田　知　生 タートルエース 宮　本　　　理　 ルート２５

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 7:30 磯　部　伊知郎 桑　　名 鈴　木　孝　明 名　　松 尾　子　高　史 三重ﾌｪﾆｯｸｽ 村　田　靖　司 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ

16 7:39 松　原　貴　一 名　　四 冨貴田　大　輔 松　　阪 森　　　威　仁 阿　　山 笠　木　信　秀 名阪チサン

17 7:48 太　田　　　聡 ローモンド 樋　口　賢　治 鈴　　鹿 乾　　　幸　一 霞 吉　兼　慎　二 ﾌｫﾚｽﾄ芸濃

18 7:57 杉　本　　　拓 スリーレイクス 今　岡　　　計 中　　日 嶋　田　幸　三 ｼﾞｬｯｸ･ﾆｸﾗｳｽ 小　寺　裕　企 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾗﾝﾄﾞ

19 8:06 綿　田　高　志 三　　鈴 金　本　湧　謙 ライオンズ 三　木　唯　弘 六　　石 石　原　　　博 メナード青山

20 8:15 木　村　　　洋 グレイスヒルズ 重　丸　保　隆 ルート２５ 井　上　佳　英 名　　張 加　藤　　　拓 鈴　　峰

21 8:24 今　西　弘　幸 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 松　岡　耕太郎 三　　重 長谷川　　　実　 三重白山 服　部　達　哉 四日市の里

22 8:33 増　田　和　茂 タートルエース 永　田　隆　人 榊　　原 佐　藤　幸　彦 リオフジワラ 坂　口　直　宏 四日市

23 8:42 山　路　貴　裕 伊勢中川 小　坂　正　浩 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ 斎　藤　元　一 伊　　勢 山　田　展　央 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾗﾝﾄﾞ

24 8:51 久　保　貴　司 名　　松 清　本　宗　浩 松　　阪 大　塚　貢　三 桑　　名 横　山　浩　康 ローモンド

25 9:00 宮　﨑　冬　詩 三重ﾌｪﾆｯｸｽ 井　上　誠　二 名阪チサン 前　田　正　昭 鈴　　鹿 森　田　裕　二 三　　鈴

26 9:09 的　場　信　一 名　　四 川　澄　幸　夫 ｼﾞｬｯｸ･ﾆｸﾗｳｽ 岡　本　　　均 霞 原　　　邦　一 中　　日

27 9:18 早　川　直　希 スリーレイクス 杉　田　和　宣 阿　　山 臼　井　康　博 ﾌｫﾚｽﾄ芸濃 梶　原　竜　夫 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ

備考
1.選手の変更は、競技前日の午後５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２８年度（第４６回）中部インタークラブゴルフ競技　三重地区予選 

組み合わせ並びにスタート時刻表

９月３０日 （金）
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