
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 山本 幸広 名古屋グリーンCC 伊藤 勝人 名倉CC 坂田 大輔 鳴海CC

2 7:39 野村 智美 ロイヤルCC 岡安 真也 西尾GC 伊藤 俊行 グランディ浜名湖GC 廣田 和也 セントクリークGC

3 7:48 福岡 逸人 三好CC 吉見 優太 平尾CC 服部 泰 名古屋GC 笠原 義也 レイク浜松CC

4 7:57 太田 浩文 浜松CC 安本 龍男 豊田CC 永谷 徳善 額田GC 山田 崇文 あららぎCC

5 8:06 平田 義勝 南山CC 椎屋 猛 平谷CC 宇野 克己 吉良CC

6 8:15 刑部 淳 品野台CC 間瀬 唯史 岡崎CC 斎藤 芳広 キャッスルヒルCC 辻 泰三 東海CC

7 8:24 北村 憲正 ザ・トラディションGC 米倉 太郎 犬山CC 國松 朋彦 GC大樹旭 中西 大作 笹戸CC

8 8:33 猪原 嘉晴 新城CC 居平 一幸 加茂GC 小原 景 東名古屋CC 林 秀行 緑ヶ丘CC

9 8:42 小澤 亮太郎 貞宝CC 宮田 泰宏 みとGC 新海 泉 新南愛知CC 北村 芳樹 稲武CC

10 8:51 大西 太郎 さなげCC 石川 鋼逸 葵CC 大岩 正和 知多CC 澤田 勉 春日井CC

11 9:00 千葉 吉人 グランディ浜名湖GC 江澤 大介 名倉CC 土方 邦裕 名古屋GC

12 9:09 恵川 峰夫 レイク浜松CC 早川 正彦 豊田CC 丹羽 佑介 南山CC 吉本 進勇 平谷CC

13 9:18 村瀬 雄一 鳴海CC 佐野 雄司 セントクリークGC 増野 逸実 三好CC 伊藤 光寿 浜松CC

14 9:27 牧原 稔彦 西尾GC 藤森 大士 あららぎCC 判治 英敏 吉良CC

15 9:36 秋保 大輔 名古屋グリーンCC 星野 良博 平尾CC 神谷 和政 ロイヤルCC 長嶋 篤 額田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

16 7:30 柳原 史 キャッスルヒルCC 神谷 哲郎 岡崎CC 安藤 彰洋 稲武CC 河北 実 東海CC

17 7:39 榊原 吉規 知多CC 本多 秀明 ザ・トラディションGC 伊藤 雅和 新南愛知CC 松本 真一 加茂GC

18 7:48 前田 達男 緑ヶ丘CC 河合 聡一郎 新城CC 伊藤 正博 葵CC 児島 達之 春日井CC

19 7:57 上條 宝司 東名古屋CC 佐藤 裕仁 犬山CC 滝本 裕伸 さなげCC 小沢 孝貴 笹戸CC

20 8:06 三嶋 祥昌 GC大樹旭 見﨑 和也 品野台CC 松下 善洋 みとGC 岡田 謙太 貞宝CC

21 8:15 松井 伸浩 レイク浜松CC 中谷 有 西尾GC 来山 健一 平尾CC

22 8:24 小澤 一夫 三好CC 杉原 盛秀 セントクリークGC 平澤 徹 あららぎCC 竹内 潮 鳴海CC

23 8:33 森 克幸 ロイヤルCC 宮﨑 洋平 豊田CC 鈴木 紀行 名古屋グリーンCC

24 8:42 丹羽 正樹 南山CC 村井 俊夫 額田GC 伊藤 倫仁 グランディ浜名湖GC 加藤 大吾 名倉CC

25 8:51 宮澤 義弘 平谷CC 澤木 健至 浜松CC 餅原 幹也 名古屋GC 柏井 紳吾 吉良CC

26 9:00 田添 裕康 東名古屋CC 金澤 明 新城CC 二宮 敬史 春日井CC 上田 峰 ザ・トラディションGC

27 9:09 田中 渉 稲武CC 中森 拓也 品野台CC 前野 里佳 緑ヶ丘CC 谷口 真也 貞宝CC

28 9:18 加藤 智文 加茂GC 重本 貴秋 笹戸CC 村田 由嗣 知多CC 前田 和成 さなげCC

29 9:27 江本 利光 新南愛知CC 加藤 猛志 キャッスルヒルCC 閔 康秋 東海CC 深谷 俊行 みとGC

30 9:36 山下 幸太郎 GC大樹旭 牧原 広和 葵CC 近藤 丈裕 犬山CC 山田 登紀彦 岡崎CC

備考

2022年10月2日午後1時最終

2022年度（第51回）中部インタークラブゴルフ競技　愛知地区予選　
組み合わせ並びにスタート時刻表

10月3日 （月）

１.選手の変更は、競技前日１０月２日（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４クラブが本戦に出場できる。

於．東名古屋カントリークラブ(西コース)参加者人数：228名 / 38 クラブ

一般の部（西コース）

中部ゴルフ連盟


	成績無

