
平成２９年７月２日（日）
グランディ鳴門ゴルフクラブ36／イーストコース
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ｽﾀｰﾄ時間

1 大西 康司 星山 一也 櫻間 竜司 村木 哲朗 7:51 山形 兼一郎 長船 恒佑 藤井 栄治 細川 将巳 1

2 村上 誠 吉田 義広 藪 秀則 後藤 太志 7:58 吉野 英樹 中山 隆幸 赤瀬 淳治 馬越 直也 2

3 松瀬 和廣 川村 政仁 金藤 光浩 川越 大作 8:05 島田 勝義 月岡 靖憲 森川 尚貴 前田 勲 3

4 安藤 健二 合田 京司 山室 展弘 坂田 賢一郎 8:12 原 清介 森定 信治 髙田 博幸 田中 秀司 4

5 中島 隆司 植田 透 後藤田 賀博 田村 真一 8:19 大西 秀昭 横江 泰司 黒瀬 真幸 新山 文夫 5

8:26

6 小代 修平 高橋 哲平 三上 文得 高石 泰成 8:33 芝山 太一 根が山 昇 富本 昌典 大浦 秀喜 6

7 松尾 年弘 田中 弘一 米原 康司 広瀬 茂 8:40 原 俊次 藤川 恭章 釆女 浩和 寺岡 信陸 7

8 塩見 佳大 藤井 圭一 中村 秀樹 天野 孝志 8:47 吉山 滋温 堀 英男 芝床 尚記 植田 芳弘 8

9 内田 雅治 西村 祐紀 清水 孝浩 河井 佳夫 8:54 後藤 昭憲 農端 貴 三玉 孝二 小池 哲生 9

10 竹内 謙一郎 吉田 央 鎌田 幸義 新居 和洋 9:01 正木 保行 山本 清美 澤田 達也 辻本 陽介 10

9:08

11 上野 誠 木谷 一平 太田 滋啓 新居 正啓 9:15 眞銅 孝安 竹中 博 加藤 治久 泉井 理 11

12 津川 卓 月岡 洋介 馬場 貴史 細川 誠 9:22 井上 昌也 大谷 孝利 松林 尚己 北洞 浩司 12

13 中 雅彦 山崎 敬祐 松本 昌人 田所 紳二 9:29 葛城 宗人 辻 恒昭 植田 英次 喜多村 晴雄 13

14 横貫 博崇 堀内 孝充 奥田 祐司 枡川 覚 9:36 中村 信之 喜多 幸蔵 間藤 哲司 森川 博夫 14

15 山本 真之 八阪 信樹 潮崎 征功 生村 嘉章 9:43 義川 敦弘 大西 史郎 久賀田 昌弘 前田 升 15

9:50

16 折田 修作 松原 孝光 山村 孝之 高井 英昭 9:57 今西 敏彦 南 憲司 森本 一 岡本 尚史 16

17 黒田 勇 増田 一三 瀧田 大護 神野 浩二 10:04 松原 泰之 山下 嘉信 竹原 健児 古東 吉崇 17

18 藤原 宣雄 渡辺 昌明 荒木 誠悟 新田 徳彦 10:11 中山 文夫 徳田 昌彦 小原 敏正 小野 達也 18

19 浦西 良朋 柳本 武利 白石 裕晃 山本 国治 10:18 坂本 徹 渡邉 廣文 加本 秀明 尾島 克奥 19

20 中山 義晴 西田 明 後藤 寛司 郡 弘文 10:25 調整中 調整中 調整中 調整中 20

　　※この組合せは諸事情により、変更することがあります。　　競技委員長
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