
平成２７年６月１５日(月)
瀬田ゴルフコース/北コース
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1 和田 尚雄 森 判治 橋本 貞男 伊山 昭一 7:25 川原 亮太 辻 幹雄 中水 滋己 星山 健二 1

2 古川 現夫 寺本 直也 三宅 寛穂 丸居 信夫 7:32 内藤 久嗣 山口 一彦 宮本 敏幸 澤田 匡彦 2

3 森川 直英 服部 大介 石山 和宏 島野 一直 7:39 山本 才浩 岩本 秀一 川角 圭祐 下川 孝 3

4 紺谷 忠義 西島 研壱 横江 茂宗 松本 幸久 7:46 土居 一重 山本 大輔 松本 啓吾 杉野 幸一 4

5 守屋 幸浩 重丸 保隆 能村 誠一 蓮沼 謙一 7:53 小野 義彦 井田 善之 松能 直哉 脇田 稔充 5

6 岡山 圭一 余語 泰計史 高橋 弘樹 酒井 裕 8:00 松野 元紀 長尾 行将 佐々木 洋平 小島 一哉 6

7 佐々木 光男 小林 茂行 喜島 宏勝 喜島 道治 8:07 黒川 達平 黒川 昂一 谷川 克弥 大島 英晃 7

8:14
8 小路 昇 家間 和弘 佐々木 良并 加場 修 8:21 當宮 具幸 當宮 ありさ 西山 学 村田 靖司 8

9 川田 雅英 梁井 信徹 琴平 聡一 津田 裕司 8:28 栗山 茂 吉田 義隆 広岡 雄二 中井 勉 9

10 高嶋 憲 長尾 淳平 藤田 伸 岩元 大輔 8:35 杉山 栄司 清水 信英 只森 邦亮 梶原 竜夫 10

11 大井手 豊 生尾 雅美 菊井 光宣 八木 宏昌 8:42 小松 範行 坂内 邦人 岡 直樹 八田 陽 11

12 中村 壽成 田中 重美 幸 英明 京海 健一 8:49 富永 龍信 木村 義昭 小島 康弘 佐藤 幸彦 12

13 谷口 博昭 中野 隆博 澤江 太郎 東本 雅至 8:56 月城 昌也 中西 良二 松田 秀人 木下 智喜 13

14 西村 次郎 真鍋 明弘 金村 優吾 高端 淳也 9:03 鳴尾 幸久 福本 賀範 高橋 功 上田 浩司 14

9:10
15 熊川 三興 北林 健児 柴田 誠 中谷 均 9:17 平島 竜二 鵜川 和久 高木 紀夫 青木 健司 15

16 竹本 貴 梶原 丈敬 松田 年永 中山 靖 9:24 新家 廣之 西崎 正起 成瀬 尚基 水島 孝昌 16

17 山田 和孝 北山 明 城野 俊宏 宮原 光司 9:31 植田 春雄 中井 久一 前田 隆文 濱田 昭人 17

18 藤本 定芳 後東 英俊 野村 政克 村上 清造 9:38 羽藤 嘉人 横山 英雄 佐藤 耕二 佐藤 博一 18

19 中川 隆 小川 晃正 久保 均 大矢 雅雄 9:45 寺岡 俊宏 笹原 和也 村松 嘉二郎 川上 哲二 19

20 岩田 光徳 辻 正幸 山下 等 北村 久人 9:52 内林 久徳 野中 浩一郎 井狩 和之 井狩 良政 20

21 長谷川 大輔 山下 一夫 近藤 徳年 長岡 守 9:59 宮嶋 真也 宮嶋 哲也 原 清介 坂下 令ニ 21

（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

関西Ａ大会 予選③会場
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【ご注意】 
現在名神高速道路で集中工事を行っております。 

渋滞などのおそれがありますのでお時間に余裕を持って 
お越し下さい。 
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