
平成２７年７月28日(火)
春日井カントリークラブ/西コース
６,９４３Y / GGグリーン / PAR７２

ｽﾀｰﾄ時間

1 中居 貴司 山平 広幸 西野 貴司 近藤 久幸 8:00 倉田 順一 織田 恒郎 澤田 勉 高柳 哲也 1

2 入澤 康彦 今村 慶 川口 大八郎 郷田 直毅 8:07 神田 修平 塩崎 信明 天野 智之 金子 政治 2

3 大井 淳 坂口 光賢 太田 康博 渡辺 吉行 8:14 池田 一三 井関 尚浩 田添 裕康 田添 良憲 3

4 坂井 一晴 兼井 佑輔 川角 圭祐 能村 誠一 8:21 佐々 みどり 堀田 成将 宮崎 洋平 河北 寿斗 4

5 下野 義雄 酒松 一八 大塚 貢三 磯部 伊知郎 8:28 伊東 貴博 古田 伸浩 加藤 賢吾 恩田 享之 5

6 鈴木 実雄 岡部 篤史 宮下 昌俊 保科 和生 8:35 加藤 公規 藤村 岳樹 神田 将克 戸田 真義 6

7 尾子 高史 片岡 茂樹 加藤 高士 山碕 久仁英 8:42 三輪 和弘 鈴木 健司 小泉 精一 加藤 賢次 7

8 鈴木 剛 岡元 俊二 竹内 祐彦 坂井 清 8:49 稲田 裕行 片瀬 博幸 矢賀部 和典 柏井 紳吾 8

9 加藤 大介 築山 一佳 右田 哲也 小澄 敏也 8:56 乾 哲哉 橋本 新吾 松嶋 亮 林 沙羅 9

10 榊原 吉規 井村 公一 福岡 秀和 山本 幸広 9:03 伊藤 美鈴 澤田 隆 杉浦 茂樹 松山 阜司 10

9:10

11 伊藤 正達 吉田 有吉郎 水野 義久 岩田 和美 9:17 三宅 広明 葛島 功 神谷 亮輔 原口 英典 11

12 岡安 真也 神谷 悠朗 野末 幸裕 岸田 正佳 9:24 藤枝 伸二 松原 克典 小田 貴史 宮田 泰宏 12

13 北村 憲正 松久 浩幸 松岡 直樹 大澤 誠司 9:31 川口 裕太 岡崎 宏紀 金本 湧謙 阪野 智久 13

14 谷口 彰彦 平 晃治 三宅 義康 安田 勇二 9:38 榎島 弘光 佐々木 清士 小境 修 宮嶋 智章 14

15 平山 鐘洛 山中 孝晃 山本 悠太 大鹿 満貴 9:45 粂野 俊之 井上 茂樹 林 考春 宮園 正則 15

16 鈴木 智大 吉川 真市 村瀬 雄一 相羽 鉦弘 9:52 藤 浩一 松田 良隆 鈴木 優太 高川 博行 16

17 荒井 武 宝木 三十四 杉浦 裕二 伊藤 晴夫 9:59 原木 克訓 井澤 裕介 加藤 真弘 鵜飼 孝光 17

18 大橋 誠 早川 隆行 神崎 裕史 門脇 賢二 10:06 増野 逸実 佐藤 秀信 鈴木 伸昭 柴田 光興 18

19 太田 聡 黒須 浩仁 羽吉 正勝 加藤 慎治 10:13 濱田 勝則 生川 幹洋 調整中 調整中 19

（注）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 地区決勝会場
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