
２０１８年７月２４日（火）
大洗ゴルフ倶楽部

カテゴリーⅠ ７,２００Y ／カテゴリーⅡ６,６８７Y  PAR７２

ｽﾀｰﾄ時間

1 和田 考行 打越 圭介 斉藤 淳一 福田 光記 7:30 新海 雅之 高島 祐一郎 野村 辰郎 岡澤 久幸 1

2 永岡 頼之 中島 道宣 古谷 知英 樋口 新 7:37 増田 航 山元 北斗 安藤 義昭 笹沼 廣 2

3 金子 哲也 森岡 竜也 片岡 健太郎 大谷 秀雄 7:44 清家 武彦 風間 紀寿 戸澤 清浩 宮下 博之 3

4 土渕 義之 加藤 勉 高村 保 岩崎 哲郎 7:51 植原 大作 若田 英 笠井 昌孝 本間 洋一 4

5 岩井 慶 橋本 友希 阿部 利治 土井 克祥 7:58 友水 基幸 今泉 潤一 片岡 学 矢野 佑一 5

8:05

6 三森 孝義 石坂 保之 堀井 慎也 石田 哲次郎 8:12 大川 乾ニ 佐藤 誠哉 松本 寛 嶋野 菊治 6

7 田中 洋二郎 兵頭 義章 宮下 修 小暮 富志雄 8:19 辻 彦人 川井 一夫 後藤 啓介 関根 幸夫 7

8 石井 勉 奥田 堅太郎 津葉井 慎弥 見崎 和也 8:26 土橋 健 丹治 正義 植吉 泰光 池元 良介 8

9 義澤 秀雄 中村 正美 池田 宏貴 中根 健太 8:33 岩田 英司 関谷 一昭 田所 靖浩 榎本 勝明 9

10 尾崎 幸一郎 根本 幸範 出山 泰弘 加藤 静一 8:40 田中 淳 歌川 康広 小倉 龍 木内 登喜雄 10

8:47

11 森山 泰典 小宮山 陽太 奥村 朋久 寺田 正秀 8:54 関 恵太郎 館岡 馨 長堀 大道 中里 勲 11

12 中 崇大 小林 佑規 速水 浩二 岩井 正夫 9:01 塩島 正隆 岡崎 智春 日下部 康介 稲村 謙太郎 12

13 手塚 辰弥 志村 隆由 澤井 均 澤井 達矢 9:08 佐藤 昌弘 尾崎 貴将 深谷 能則 青木 務 13

14 岩瀬 智彦 宮崎 雅宣 鈴木 徹也 岩﨑 洋介 9:15 岡本　浩司 大竹　伸吾 加藤　啓輔 斎藤　英紀 14

15 小関　晃佑 杉村　峻 調整中 調整中 9:22 調整中 調整中 調整中 調整中 15

9:29

16 小林 隆士Ⅱ 小池 仁Ⅱ 松井 謙Ⅱ 光岡 孝史Ⅱ 9:36 岩渕 勲Ⅱ 櫻井 良行Ⅱ 西山 里子Ⅱ 安東 二子Ⅱ 16

17 斉藤 雄人Ⅱ 矢野 隼杜Ⅱ 米山 涼一Ⅱ 西岡 健一郎Ⅱ 9:43 日下部 康介 稲村 謙太郎 板倉 優太Ⅱ 寺島 出海Ⅱ 17

※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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