
9月30日午後1時選手変更締切時点　最終

参加者人数：246名 / 41 クラブ
１番スタート(一般の部)

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 7:30 吉田 展生 杉ノ木台GC 山本 豊 高岡CC 下谷内 哲次 ザ・CC・能登 佐々木 秀文 能登CC

2 7:39 北村 隆弘 那谷寺CC 近江 隆男 わかさCC 小網 潤 能登GC 平野 泰孝 八尾CC

3 7:48 新郷 浩勝 加賀CC 西畑 紀彦 フォーレスト福井GC 庄田 勝 立山CC 堀 信義 片山津GC

4 7:57 竹田 幸生 和倉GC 相馬 正督 越前武生CC 木村 浩之 金沢東GC 山口 和宏 朱鷺の台CC

5 8:06 橋本 勝仁 加賀セントラルGC 岡田 智博 山代GC 北川 悠介 大山カメリアCC 中村 浩敏 敦賀国際GC

6 8:15 嵐 禎暁 GCツインフィールズ 水上 哲仁 花尾CC 谷風 義紀 小松CC 川上 径世 魚津国際CC

7 8:24 蓮沼 謙一 白山CC 荒田 健哲 GCゴールドウイン 中村 幸広 金沢GC 西川 良太 金沢CC

8 8:33 加納 顕一 越前CC 前川 建治 GC金沢リンクス 山中 敏靖 富山CC 角 拓馬 ゴールド福井CC

9 8:42 吉川 茂雄 千羽平GC 山本 孝彦 太閤山CC 平野 裕也 フクイCC 津田 裕介 石川GC

10 8:51 池脇 伸悟 金沢セントラルCC 高野 浩 芦原GC 西森 正憲 氷見CC 郷社 大輔 能登島G&CC

11 9:00 斉藤 篤 福井国際CC 室井 孝介 金沢東GC 房野 嘉久 那谷寺CC

12 9:09 杉本 哲一 杉ノ木台GC 石橋 賢尚 高岡CC 川瀬 秀樹 敦賀国際GC

13 9:18 沖野 幸一 能登CC 吉田 雅直 大山カメリアCC 大畠 要 和倉GC

14 9:27 荻野 隆弘 わかさCC 高田 大地 能登GC 能澤 剛 朱鷺の台CC 河田 信彰 ザ・CC・能登

15 9:36 大島 護 片山津GC 南 勝文 加賀セントラルGC 平井 優輝 立山CC 森岡 和磨 八尾CC

16 9:45 池端 晃一 加賀CC 佐々木 奈雄 越前武生CC 見谷 純次 フォーレスト福井GC 名川 健太 山代GC

１０番スタート(一般の部)

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

17 7:30 宮本 太一 金沢セントラルCC 谷口 忠紀 花尾CC 坂口 尚詩 小松CC

18 7:39 辻角 慎吾 太閤山CC 雄川 靖浩 GCゴールドウイン 池尾 良平 フクイCC 奥井 道太郎 能登島G&CC

19 7:48 伊藤 幸二 福井国際CC 中田 圭亮 金沢CC 本林 勝輝 金沢GC 前田 龍人 魚津国際CC

20 7:57 南條 貴司 氷見CC 山田 孝一 千羽平GC 増田 真人 越前CC 新井 秀明 ゴールド福井CC

21 8:06 衣谷 信吾 白山CC 中西 仁 GCツインフィールズ 竹内 伸一 芦原GC 金谷 仁 石川GC

22 8:15 木澤 賢一 GC金沢リンクス 小栁 好光 富山CC 伊与 正男 加賀セントラルGC 横山 巽 立山CC

23 8:24 光成 照行 加賀CC 樋口 怜彦 大山カメリアCC 小倉 隆太郎 片山津GC 東 正人 山代GC

24 8:33 中井 博之 高岡CC 佃 祐介 敦賀国際GC 野間 安信 わかさCC 小栗田 和晃 和倉GC

25 8:42 村本 貴広 能登GC 池田 健 金沢東GC 田中 宏治郎 杉ノ木台GC 源野 智紀 朱鷺の台CC

26 8:51 山瀬 哲夫 ザ・CC・能登 影山 直樹 能登CC 坂下 哲之 越前武生CC 田原 伸治 那谷寺CC

27 9:00 立花 利幸 フォーレスト福井GC 栄 春久 八尾CC 佐々木 雅啓 芦原GC

28 9:09 蔵谷 純一 GC金沢リンクス 田邉 裕貴 フクイCC 橋本 修 能登島G&CC 八川 謙次 千羽平GC

29 9:18 餅山 雅博 GCツインフィールズ 川尻 拓磨 金沢CC 吉田 宰治 魚津国際CC 喜多 亮平 金沢セントラルCC

30 9:27 西尾 武夫 花尾CC 浜本 将成 ゴールド福井CC 中田 幸一 氷見CC 東間 栄治 石川GC

31 9:36 坂口 学 福井国際CC 網谷 繁宣 富山CC 福田 伸吾 越前CC 北村 誠一 小松CC

32 9:45 山本 正人 GCゴールドウイン 本田 敦夫 太閤山CC 田中 翔 金沢GC 木村 一茂 白山CC

備考

2021年度（第50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

10月1日 （金）

１.選手の変更は、競技前日９月３０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。

於．片山津ゴルフ倶楽部(加賀・白山コース)

一般の部（白山コース）

中部ゴルフ連盟


	成績無

