
平成２７年６月２５日(木)
小野グランドカントリークラブ/NEWコース
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ｽﾀｰﾄ時間

1 山田 大介 松本 真二 加藤 時彦 柴谷 克己 7:53 近藤 康仁 古山 潤一郎 尾山 宜道 鈴木 雅博 1

2 田中 諭 眞銅 孝安 柳園 範仁 松永 等 8:00 三井 吉奎 西山 英二 永岡 悟 寺本 洋一 2

3 角囿 英信 山下 嘉信 大橋 正 阪口 綱俊 8:07 大江 洋史 桑田 博史 塩田 聡 本間 忠 3

4 根本 道之 西野 工 瀧原 順二 光田 英二 8:14 政安 徹也 蝉川 泰果 猪鼻 貞臣 久保 雅史 4

5 上野 進 平 恵 柏原 俊高 中辻 厚雄 8:21 岸本 良介 福井 龍二 田村 賢次 脇 寛之 5

6 長石 久永 谷 方夫 神山 卓雄 金下 政弘 8:28 元生 克久 尾上 充博 柴田 力弥 山本 茂三 6

8:35

7 泉 佳宏 安藤 浩 中野 政巳 神崎 至弘 8:42 西田 善成 田組 司 河内 信之 福井 盛太 7

8 丸山 勝 中西 政巳 大西 渉 白倉 義幸 8:49 荒木 一実 片桐 公秀 上野 誠 木谷 一平 8

9 川崎 信之 天堀 忠博 田中 昌彦 楠本 晃久 8:56 斎 英次郎 朝田 剛司 寺西 俊人 田中 陽介 9

10 伊藤 伸介 吉浦 泰司 福井 正彦 貝田 勝之 9:03 髙瀬 直人 竹中 信策 川口 明浩 内田 和広 10

11 渋谷 茂之 岸本 隆也 岩川 良憲 光橋 通信 9:10 山本 悟 桝井 昭二 池田 隆浩 池田 一三 11

12 赤松 理充 中岡 克祐 奥野 雄一郎 一柳 吉裕 9:17 木下 貴史 木下 義仁 廣瀬 隆 古木 和夫 12

9:24

13 黒田 勇 森尾 真司 島 俊介 山内 數廣　 9:31 杉山 勲 小阪 雅則 池田 裕也 芝川 龍也 13

14 増田 一三 増田 じゅん 三戸 慎介 勝部 昌彦 9:38 中邨 義英 松本 兼輔 大川 高生 松本 明信 14

15 延安 伸二 荒川 眞 冨士 和哉 津呂 暢紀 9:45 中岡 茂 竹本 森 松本 充弘 古南 博章 15

16 森本 隆次 池内 紀雄 渡辺 悟志 中田 勝也 9:52 前川 哲彦 正井 芳治 植田 真成 朝田 忍 16

17 山本 栄治 岸本 達始 土田 充宏 毛穴 真二 9:59 須山 裕之 林 政志 原谷 隆清 小出 康彦 17

18 大月 輝彦 高田 雅夫 細田 尚希 和田 七星 10:06
（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Ｂ大会 予選①会場
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