
9月15日午後１時選手変更締切時点　最終

参加者人数：270名 / 45 クラブ

１番スタート(50代の部)

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 7:00 吉本 敏彦 美濃白川GC 佐々木 倉夫 東濃CC 熊澤 治 岐阜本巣CC

2 7:09 金村 正春 中部国際GC 仁川 稔朗 法仙坊GC 西田 隆志 笹平CC 棚橋 勝 岐阜セントフィールドCC

3 7:18 浅井 正行 瑞浪高原GC 松本 勝治 信州伊那国際GC 柴谷 敏文 各務原CC 田本 紀勝 恵那峡CC

4 7:27 髙橋 政孝 岐阜北CC 柴田 道直 三甲GC谷汲 森 竜巳 グリーンヒル瑞浪GC 吉實 新吉 グリーンヒル関GC

5 7:36 下本 則夫 飛騨高山CC 加藤 浩 岐阜稲口GC 山﨑 亮 いわむらCC 近藤 武 新陽CC

6 7:45 硴田 茂穂 中仙道GC 田中 健治郎 大垣CC 竹中 康英 関ヶ原CC 松岡 直樹 ぎふ美濃GC

7 7:54 中嶌 克佳 岐阜関CC 山本 英之 瑞陵GC 藤垣 紳一郎 岐阜CC 林 一彦 TOSHINさくらHills

8 8:03 松葉 勇造 日吉ハイランドC 岩田 満 レイクグリーンGC 松波 正二 メナードCC西濃 机 精一 富士C可児C

9 8:12 伊藤 真佐和 さくらCC 木下 光明 ニューキャピタルGC 福田 和也 フォレストみずなみCC 市橋 辰哉 岐阜国際CC

10 8:21 三輪 晴二 明世CC 永井 智伸 やまがたGC美山 村瀬 庄市 愛岐CC 早川 隆行 デイリー瑞浪CC

11 8:30 八代 友邦 TOSHIN Central 山田 直敬 美濃関CC 酒井 公明 養老CC 小嵐 徹 山岡CC

12 8:39 松山 阜司 日本ラインGC 森下 眞一 明智GC 山田 俊仁 美濃白川GC 山口 恭範 東濃CC

13 8:48 中島 健司 大垣CC 伊藤 宏 恵那峡CC 林 好文 新陽CC 野村 吉宗 岐阜稲口GC

14 8:57 窪田 耕 笹平CC 古田 善英 岐阜北CC 関戸 祐二 法仙坊GC 大野 佳隆 岐阜本巣CC

15 9:06 田中 淳司 関ヶ原CC 髙橋 親敏 中部国際GC 萩永 真康 飛騨高山CC 土本 肇 いわむらCC

16 9:15 八代 直之 岐阜セントフィールドCC 矢野 幸義 グリーンヒル関GC 安江 光久 瑞浪高原GC 小林 利広 各務原CC

17 9:24 此島 進作 三甲GC谷汲 野中 治実 グリーンヒル瑞浪GC 後藤 俊幸 信州伊那国際GC 木全 文康 中仙道GC

１０番スタート(50代の部)

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

18 7:00 杉山 崇 愛岐CC 川端 敏 山岡CC 馬渕 健 やまがたGC美山 山腰 員令 TOSHIN Central

19 7:09 マハリ アブラハム ニューキャピタルGC 大橋 健一 富士C可児C 小澤 啓二 岐阜関CC 和田 安功 ぎふ美濃GC

20 7:18 玉村 昌也 明智GC 小野 義明 養老CC 酒井 誠治 日吉ハイランドC 吉村 譲二 さくらCC

21 7:27 近岡 次男 美濃関CC 原田 英明 瑞陵GC 大橋 誠 デイリー瑞浪CC 早川 知明 岐阜CC

22 7:36 中村 元三 岐阜国際CC 降旗 泉 レイクグリーンGC 須藤 淳 フォレストみずなみCC 井上 伸一 明世CC

23 7:45 大澤 誠司 TOSHINさくらHills 北嶋 孝司 メナードCC西濃 杉浦 茂樹 日本ラインGC 森田 康彦 三甲GC谷汲

24 7:54 藤井 克也 美濃白川GC 長友 美直 瑞浪高原GC 矢嶌 政博 飛騨高山CC 小澤 良助 東濃CC

25 8:03 塚田 政司 グリーンヒル瑞浪GC 池田 一人 各務原CC 田中 康博 中仙道GC 吉川 桂介 中部国際GC

26 8:12 森岡 智隆 グリーンヒル関GC 黒川 以久夫 新陽CC 稲川 鉄心 大垣CC 田中 敬一 法仙坊GC

27 8:21 中川 実 恵那峡CC 鈴木 光夫 信州伊那国際GC 奥村 政之 岐阜稲口GC 天野 乾三 岐阜北CC

28 8:30 棚橋 正之 岐阜本巣CC 日比野 敬 関ヶ原CC 髙木 惠治 笹平CC 吉田 尚弘 岐阜セントフィールドCC

29 8:39 和田 康 いわむらCC 伊藤 紀夫 明世CC 不破 佳次 富士C可児C 古藏 正彦 メナードCC西濃

30 8:48 伊藤 隆博 山岡CC 早川 滋 岐阜関CC 木下 実 さくらCC 山田 英優 岐阜国際CC

31 8:57 佐藤 秀信 レイクグリーンGC 櫻井 昭 ぎふ美濃GC 安田 保之 TOSHINさくらHills 広瀬 康二 やまがたGC美山

32 9:06 永田 智靖 デイリー瑞浪CC 草野 史郎 日吉ハイランドC 青木 弘文 フォレストみずなみCC 吉川 英則 愛岐CC

33 9:15 安田 欣史 岐阜CC 和田 広信 TOSHIN Central 永田 和也 ニューキャピタルGC 野々部 良 美濃関CC

34 9:24 佐久間 充治 養老CC 藤 浩一 日本ラインGC 村地 薫 瑞陵GC 後藤 繁生 明智GC

備考

2021年度（第50回）中部インタークラブゴルフ競技　岐阜地区予選
組み合わせ並びにスタート時刻表

9月16日 （木）

１.選手の変更は、競技前日９月１５日（水）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。

於．富士カントリー可児クラブ可児ゴルフ場(志野・織部コース)

５０代の部（志野コース）

中部ゴルフ連盟


	成績無

