
２０１８年９月３日（月）
愛知カンツリー倶楽部

カテゴリーⅠ ７,０２５Y ／カテゴリーⅡ６,６３８Y  PAR７４

ｽﾀｰﾄ時間

1 加藤 真弘 鵜飼 孝光 綿田 高志 宇藤 直樹 7:30 加藤 大介 原口 英典 太田 康博 渡辺 吉行 1

2 羽吉 正勝 加藤 真治 加藤 英志 杉本 実英 7:37 松野 賢二 野田 雅司 若杉 孝志 森本 將揮 2

3 藤田 剛 藤本 武志 藤岡 利之 竹内 祐彦 7:44 礒谷 龍司 山内 和志 橋本 貞男※ 栗林 修※ 3

4 日野 俊之 笹原 輝弘 刀根 大人 松岡 慶 7:51 鈴木 実雄 岩瀬 義孝 伊藤 正達※ 吉田 有吉郎※ 4

5 柴田 道直 伊藤 貴志 安田 傳司※ 冨田 耕一※ 7:58 齋藤 純晴 新井 哲 北村 憲正 松久 浩幸 5

8:05

6 鈴木 紀行 築山 嘉信 川口 大八郎 郷田 直毅 8:12 山田 武史 河部 博 宮崎 洋平 長嶋 篤 6

7 伊藤 雅和 山田 基将 小野 洋靖 早野 竜一 8:19 野中 重樹 永田 智靖 神田 将克 舟山 義則 7

8 安田 勇二 鷲見 政人 丹羽 俊之 中森 拓也 8:26 大村 則雄 横見 彰彦 加藤 拓 明石 晋 8

9 野末 幸裕 橋本 潤 高木 洋考 松岡 直樹 8:33 水谷 友哉 齋藤 昌之 榊原 吉規 井村 公一 9

10 谷口 彰彦 平 晃治 原田 英明 丹羽 正樹 8:40 皆川 利勝 藤 浩一 岩崎 広範 戸田 真義 10

8:47

11 石川 浩司 冨貴田 大輔 松川 司明 木村 祐介 8:54 黒川 真一 槙田 雄一 竹内 裕幸 鈴木 光夫 11

12 神谷 雅彦 神谷 茂 杉浦 茂樹 松山 阜司 9:01 金澤 明 河口 正樹 阪野 智久 倉田 順一 12

13 尾子 高史 片岡 茂樹 山本 幸広 築山 一佳 9:08 伊藤 紘一 伊藤 勇次 増野 逸実 佐藤 秀信 13

14 野々部 良 前田 寛高 熊川 三興※ 北林 健児※ 9:15 鈴木 智大 吉川 真市 小川 高家 石倉 康年 14

15 鈴木 優太 吉永 浩一 大橋 誠 早川 隆行 9:22 原木 克訓 荘野 春樹 黒岩 英二 名越 裕晃 15

9:29

16 澤田 勉 高柳 哲也 岡井 善之 辻井 晃 9:36 村上 恒仁 佐藤 義武 磯部 真介 磯部 伊知郎 16

17 日比野 敬 伊藤 功巳 松田 良隆 堀田 成将 9:43 小澄 敏也 佐藤 公紀 佐藤 誠史 服部 裕次 17

18 生崎 浩Ⅱ 木場 崇恒Ⅱ 佃 祐介Ⅱ 平塚 一廣Ⅱ 9:50 西村 隆司※ 木下 晶夫※ 富永 浩二※ 中川 宏明※ 18

19 小岩 哲Ⅱ 森井 淳司Ⅱ 中西 雄紀Ⅱ 堀尾 順一Ⅱ 9:57 中岡 剛Ⅱ 杉浦 誠Ⅱ 斎藤 彰良Ⅱ 山田 章弘Ⅱ 19

※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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