
２０１８年９月７日（金）
鳴沢ゴルフ倶楽部

カテゴリーⅠ ６,８９２Y ／カテゴリーⅡ６,３０１Y  PAR７２

ｽﾀｰﾄ時間

1 近藤 健一 福田 幸雄 蓮川 正則 中野 聡 7:36 前川 芳樹 西村 順一 栄森 孝之 粟田 真規 1

2 鈴木 健斗 太田 将悟 野口 知嗣 義山 光浩 7:44 尾崎 靖 鈴木 良太 大柳 博也 川口 智宏 2

3 岡上 浩司 佐野 守計 竹内 伸一 佐藤 尚智 7:52 丸山 大輔 中村 裕也 宮脇 康次※ 吉原 明裕※ 3

4 吉田 淳一 谷口 信輝 福田 大介 小野 修 8:00 塩澤 錠司 八巻 朋義 白金 満明 河野 幸久 4

5 吉田 尊生 野代 雅樹 鶉橋 研治 永岡 栄 8:08 竹内 浩典 小林 且雄 竹本 泰雅 原 仁 5

6 田中 雄三 羽川 宜宏 宮下 恵 三浦 竜太郎 8:16 井口 学 髙橋 重司 斉藤 和巳 工藤 幸生 6

7 平本 達哉 日比生 泰宏 八木岡 勝 河崎 禎之 8:24 坂本 正 横井 人輝 吉田 真也 守屋 孝則 7

8:32

8 豊田 泰央 田村 直樹 川村 直樹 稲原 忠 8:40 野村 卓洋 晝間 隆広 榛地 一之※ 柴田 明秀※ 8

9 土屋 大輔 中根 悠介 酒井 透 菊地 香 8:48 髙橋 俊光 野手 将之 江藤 征弘 川邊 悦史 9

10 長島 洋介 倉島 保一 木村 祐典 石井 尚 8:56 田中 美津大 中尾 一郎 若林 秀樹 清水 道徳 10

11 小山 武 伊藤 俊行 塩谷 勝 八色 雅之 9:04 岩橋 雅一 風間 智行 浅野 一矢※ 松本 宏和※ 11

12 豊長 登 中村 勝郁 樋渡 雅俊 千北 光仁 9:12 中村 元紀 松並 良 阿部 恭邦 高槻 啓太 12

13 伊礼 竜之助 関 弘哉 鈴木 亮司 阿部 純也 9:20 佐々木 政一 岩田 和広 手塚 久仁彦※ 朝川 正男※ 13

14 清水 雅英※ 五味 俊彦※ 本間 條久 関本 勝 9:28 和田 章正 清水 慎一郎 山口 広志 片野 誠一 14

9:36

15 篠塚 和典 川口 和久 髙橋 大輔 髙橋 達雄 9:44 安藤 浩司※ 薗田 光史※ 玖島 豪 金子 憲洋 15

16 岩下 徹郎※ 池田 幸夫※ 辺土名 芳彦 大坪 純一 9:52 川村 剛央 加藤 久仁郎 蒲地 藤一 小鍋 政志 16

17 山口 大介 和田 貴樹 杉本 圭 井上 佳一 10:00 大高 尚美Ⅱ 大高 弘昭Ⅱ 乾 明洋Ⅱ 三澤 隆二Ⅱ 17

18 中久喜 誠Ⅱ 星 健太郎Ⅱ 稲岡 宏紀Ⅱ 千羽 士郎Ⅱ 10:08 岩木 悠Ⅱ 井上 学Ⅱ 加瀬 慎太郎Ⅱ 斉藤 充Ⅱ 18

19 山本 隆弘Ⅱ 山﨑 睦雄Ⅱ 10:16
※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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