
２０１８年６月２７日（水）
セントクリークゴルフクラブ／SOUTH-EAST

カテゴリーⅠ ６,９７０Y ／カテゴリーⅡ６,１３９Y  PAR７２

ｽﾀｰﾄ時間

1 矢田 龍生 遠山 淳司 黒川 真一 槇田 雄一 7:28 藤林 一之 小木曽 剛 川口 大八郎 郷田 直毅 1

2 吉本 勇※ 辻 政則※ 田畑 法導 村瀬 真司 7:36 大村 則雄 横見 彰彦 藤岡 利之 竹内 祐彦 2

3 阪野 智久 倉田 順一 海蔵 純一 松元 龍二 7:44 野末 幸裕 橋本 潤 松井 伸介※ 岡戸 優始※ 3

4 斎藤 裕明 岡田 建二 羽吉 正勝 加藤 真治 7:52 伊藤 雅和 山田 基将 中村 正人 水野 義久 4

5 北村 憲正 松久 浩幸 谷川 克弥 石川 大 8:00 髙嶋 剛 鷲見 卓也 榊原 吉規 井村 公一 5

6 磯部 真介 磯部 伊知郎 藤田 郷平 永井 堅一 8:08 河北 寿斗 伊藤 清孝 石塚 年啓 山崎 亮 6

7 平田 浩志※ 鵜飼 伸行※ 鈴木 優太 吉永 浩一 8:16 栗木 大地 栗木 義明 清水 貴之 兼子 博史 7

8 山口 哲司 北野 耕示 河村 尚二 杉崎 広正 8:24 三宅 義康 伊藤 薫 岡田 賢 古川 雄一 8

8:32

9 岡井 善之 辻井 晃 田添 裕康 田添 良憲 8:40 宮崎 洋平 長嶋 篤 小澄 敏也 佐藤 公紀 9

10 原木 克訓 荘野 春樹 熊川 三興※ 北林 健児※ 8:48 牧 明 柴田 泰伸 伊藤 正洋 小澄 克昌 10

11 岳田 幸成 加藤 誠志 細井 敬 伊達 大雄 8:56 中浜 和久 服部 伊久磨 清水 茂義※ 清水 秀人※ 11

12 古川 克哉 大野 大輔 原田 英明 丹羽 正樹 9:04 副島 浩一郎 田公 幸治 長戸 正幸 宮本 豊 12

13 古川 現夫 寺本 直也 新井 仁志 金森 貴史 9:12 牛尾 光利 本多 寛行 山本 幸広 築山 一佳 13

14 橋本 新吾Ⅱ 片山 智有Ⅱ 鈴木 実雄Ⅱ 岩瀬 義孝Ⅱ 9:20 菅原 修Ⅱ 築山 誠Ⅱ 加藤 大介 原口 英典 14

15 高橋 富男Ⅱ 阿曽沼 博人Ⅱ 蟹江 浩臣Ⅱ 隈部 伸司Ⅱ 9:28 生崎 浩Ⅱ 木場 崇恒Ⅱ 調整中 調整中 15

※カテゴリーⅡ・シニア枠については当日の大会受付時まで変更可能です。

※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

中部大会　予選①

《 SOUTH 》 《　EAST　》

調整タイム 調整タイム


	ドロー表（漢字氏名）

