
５０代の部

18H.S 参加　４０クラブ（２４０名） 於．呉羽カントリークラブ（立山コース）

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 7:45 中　村　幸　造 フクイ 広　松　昭　二 花　　尾 井　上　誠　康 立　　山 浦　　　登亀夫 ｻﾞ・CC能登

2 7:53 澤　田　　　隆 太閤山 居　島　秀　夫 千羽平 富　樫　　　茂 片山津 飯　田　申　男 金沢Ｃ

3 8:01 青　池　邦　昭 芦　　原 森　　　信　治 富　　山 木　越　昭　信 金沢Ｇ 中　田　　　明 ﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ

4 8:09 東　海　　　勝 氷　　見 西　井　洋　樹 朱鷺の台 北　川　浩　二 金沢リンクス 野　村　雅　人 加賀ｾﾝﾄﾗﾙ

5 8:17 新　郷　浩　勝 加　　賀 佐久川　康　孝 チェリー金沢東 平　　　孝　一 ｺﾞｰﾙﾄﾞ福井 杉　本　敏　信 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ

6 8:25 薮　並　睦　士 小　　松 上　野　　　茂 越前武生 玉　川　　　実 わかさ 山　本　和　彦 八　　尾

7 8:33 多　田　照　夫 ﾌｫｰﾚｽﾄ福井 久　田　弘　始 ﾄﾅﾐﾛｲﾔﾙ 松　井　栄　一 敦賀国際 法　土　孝　之 和　　倉

8 8:41 田　中　章　雄 山　　代 川　中　　　勲 能登島 高　田　健　志 高　　岡 中　田　慎　一 呉　　羽

9 8:49 金　子　清　隆 能登Ｃ 藤　岡　正　彦 魚津国際 新　古　博　之 白　　山 定　成　伸　宏 福井国際

10 8:57 齋　藤　秀　直 越　　前 堀　　　英　夫 ｱｲﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ加賀 松　田　光　雄 能登Ｇ 笹　出　健　蔵 千里浜

11 9:05 藤　堂　　　学 金沢Ｃ 川　島　　　悟 ﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 境　　　　　実 富　　山 吉　井　新　一 花　　尾

12 9:13 松　田　良　博 朱鷺の台 嶋　　　　　務 チェリー金沢東 大　森　凡　世 ｻﾞ・CC能登 新　谷　修　一 千羽平

13 9:21 西　口　光　生 片山津 高　野  幹　雄 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ 田　川　真　二 金沢Ｇ 玉　川　勝　則 加賀ｾﾝﾄﾗﾙ

14 9:29 中　島　誠　豊 立　　山 坂　井　正　則 フクイ 森　田　伸　一 太閤山 奥　山　良　信 芦　　原

15 9:37 中　島　美　則 加　　賀 金　谷　康　司 氷　　見 浦　　　民　雄 金沢リンクス 丸　山　哲　也 ｺﾞｰﾙﾄﾞ福井

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

1 7:45 用　村　憲　二 能登Ｇ 松　本　直　人 高　　岡 稗　苗　清　志 魚津国際 川　端　　　智 小　　松

2 7:53 灰　谷　幸　宏 能登Ｃ 竹　田　直　樹 福井国際 来　馬　達　也 千里浜 藤　井　政　嗣 越　　前

3 8:01 川　崎　隆　弘 敦賀国際 西　角　善　哉 山　　代 中　田　寿美夫 ｱｲﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ加賀 塚　原　邦　夫 ﾄﾅﾐﾛｲﾔﾙ

4 8:09 西　村　己樹也 能登島 石　田　保　弘 八　　尾 新　屋　良　夫 わかさ 荒　谷　紀　幸 ﾌｫｰﾚｽﾄ福井

5 8:17 島　　　賢　司 呉　　羽 森　　　小　吾 和　　倉 浅　井　清　一 越前武生 近　藤　信　幸 白　　山

6 8:25 市　森　　　満 富　　山 田　中　富　男 ｺﾞｰﾙﾄﾞ福井 土　本　和　宏 フクイ 宗　石　展　也 加賀ｾﾝﾄﾗﾙ

7 8:33 大波加　雅　樹 千羽平 山　下　有多加 チェリー金沢東 伊　藤　和　美 芦　　原 片　田　義　文 氷　　見

8 8:41 田　上　淳　一 金沢Ｇ 赤　壁　光　夫 加　　賀 野　村　昭　一 朱鷺の台 朝　西　憲　治 片山津

9 8:49 辻　　　良　信 ﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 井　箟　　　敬 金沢リンクス 北　野　和　彦 ｻﾞ・CC能登 秋　穂　　　徹 太閤山

10 8:57 髙　畠　宏　和 金沢Ｃ 中　村　哲　朗 花　　尾 石　黒　博　行 立　　山 岩　木　貴　之 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ

11 9:05 高　崎　　　毅 ｱｲﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ加賀 川　畑　　　智 能登Ｇ 石　上　信　一 小　　松 小　林　正　一 千里浜

12 9:13 荒　井　義　則 ﾄﾅﾐﾛｲﾔﾙ 坂　口　由紀夫 敦賀国際 山　本　重　雄 白　　山 正　田　秀　和 能登島

13 9:21 上　野　正　憲 高　　岡 五　本　弘　行 呉　　羽 山　下　清　隆 福井国際 神　島　匡　樹 能登Ｃ

14 9:29 浅　井　勝　則 越前武生 大　森　幹　夫 越　　前 米　澤　孝　明 山　　代 中　山　吉　廣 和　　倉

15 9:37 浦　松　修　一 わかさ 沢　井　周　次 八　　尾 吉　田　英　敏 魚津国際 花　谷　義ニ美 ﾌｫｰﾚｽﾄ福井

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６クラブが本戦に出場できる。

平成２７年度（第４５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２５日 （金）

 中部ゴルフ連盟



一般の部

18H.S 参加　４０クラブ（２４０名） 於．呉羽カントリークラブ（日本海コース）

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 7:45 福　岡　康　文 芦　　原 吉　野　清　治 ｺﾞｰﾙﾄﾞ福井 吉　岡　哲　也 氷　　見 小　林　　　恵 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ

2 7:53 中　西　　　仁 ﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 青　木　秀　之 加賀ｾﾝﾄﾗﾙ 上　田　数　正 金沢Ｇ 堀　　　信　義 片山津

3 8:01 安　田　義　広 立　　山 野　村　和　裕 富　　山 下谷内　哲　次 ｻﾞ・CC能登 西　尾　武　夫 花　　尾

4 8:09 新　谷　広　光 金沢リンクス 山　田　孝　一 千羽平 源　野　智　紀 朱鷺の台 中　條　　　登 金沢Ｃ

5 8:17 牧　野　貴　大 フクイ 廣　瀬　　　正 太閤山 平　田　敏　之 チェリー金沢東 宮　本　達　也 加　　賀

6 8:25 森　　　弘　和 千里浜 岡　田　記　和 山　　代 飛　田　征　男 越前武生 米　澤　利　文 呉　　羽

7 8:33 音　田　天　利 わかさ 池　勝　国　博 能登Ｇ 伊　藤　美喜夫 福井国際 北　村　誠　一 小　　松

8 8:41 佐々木　秀　文 能登Ｃ 石　井　一　徳 ﾄﾅﾐﾛｲﾔﾙ 川　田　直　樹 ﾌｫｰﾚｽﾄ福井 吉　田　宰　治 魚津国際

9 8:49 北　　　陽　輔 白　　山 田　中　昇　嘉 ｱｲﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ加賀 川　﨑　　　覚 能登島 牧　野　哲　也 敦賀国際

10 8:57 戸　塚　真　吾 越　　前 水　上　哲　仁 高　　岡 山　田　昌　彦 八　　尾 郷　社　　滋　 和　　倉

11 9:05 光　成　照　行 加　　賀 元　野　博　之 ﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 河　田　信　彰 ｻﾞ・CC能登 山　内　重　樹 千羽平

12 9:13 伊　与　正　男 加賀ｾﾝﾄﾗﾙ 前　花　壽　利 花　　尾 角　　　拓　馬 ｺﾞｰﾙﾄﾞ福井 原　　　　　守 金沢Ｇ

13 9:21 嵐　　　禎　暁 片山津 堀　　　秀　樹 朱鷺の台 網　谷　繁　宣 富　　山 古　市　一　真 芦　　原

14 9:29 石　坂　俊　晴 チェリー金沢東 朴　木　真　一 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ 大　島　　　護 金沢Ｃ 蔵　　　栄　治 氷　　見

15 9:37 山　本　孝　彦 太閤山 田　邉　裕　貴 フクイ 前　川　建　治 金沢リンクス 深　井　秀　明 立　　山

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

1 7:45 竹　田　幸　生 和　　倉 奥　野　一　夫 ﾄﾅﾐﾛｲﾔﾙ 若　山　裕　一 小　　松 山　口　浩　一 能登Ｃ

2 7:53 山　本　浩　治 能登島 中　井　博　之 高　　岡 勝　見　外喜夫 ｱｲﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ加賀 伊　坂　大　輔 越　　前

3 8:01 鮓　井　辰　也 能登Ｇ 東　野　隼　太 山　　代 馬　渡　武　英 八　　尾 田　中　充　人 白　　山

4 8:09 立　花　利　幸 ﾌｫｰﾚｽﾄ福井 山　野　　　武 敦賀国際 前　田　龍　人 魚津国際 髙　野　正　志 呉　　羽

5 8:17 今　西　康　博 越前武生 笠　原　　　陸 福井国際 宮　口　和　也 千里浜 荻　野　隆　弘 わかさ

6 8:25 花　上　　　勉 太閤山 吉　野　秀　一 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ 橋　本　勝　仁 加賀ｾﾝﾄﾗﾙ 前　田　　　稔 千羽平

7 8:33 巻　端　克　文 花　　尾 西　川　良　太 金沢Ｃ 南　　　薫　郎 ﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 新　本　雄　一 チェリー金沢東

8 8:41 西　川　佳　男 加　　賀 池　尾　良　平 フクイ 山　田　秀　樹 立　　山 山　中　敏　靖 富　　山

9 8:49 木　澤　賢　一 金沢リンクス 豊　田　秀　樹 芦　　原 中　川　　　渉 片山津 岩　崎　　　勝 ｺﾞｰﾙﾄﾞ福井

10 8:57 湯　澤　秀　和 朱鷺の台 山　本　幸　雄 金沢Ｇ 谷　内　隆　吉 氷　　見 広　瀬　伸一郎 ｻﾞ・CC能登

11 9:05 田　中　義　直 ﾄﾅﾐﾛｲﾔﾙ 表　井　　　始 千里浜 酒　谷　正　志 白　　山 秋　平　貴　生 敦賀国際

12 9:13 小　島　考　二 越　　前 奥　山　健　治 越前武生 北　出　輝　雄 ｱｲﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ加賀 田　中　　　彰 山　　代

13 9:21 坂　口　　　学 福井国際 山　本　敏　弘 和　　倉 新　井　琢　也 高　　岡 高　橋　晋　介 呉　　羽

14 9:29 米　山　博　幸 魚津国際 野　間　安　信 わかさ 小　網　　　潤 能登Ｇ 郷　社　大　輔 能登島

15 9:37 奥　村　博　之 八　　尾 鶴　賀　清　仁 小　　松 沖　野　幸　一 能登Ｃ 西　畑　紀　彦 ﾌｫｰﾚｽﾄ福井

備考

平成２７年度（第４５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２５日 （金）

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６クラブが本戦に出場できる。


