
平成２７年６月２９日(月)
花屋敷ゴルフ倶楽部/よかわコース

６,７８４Y ／ PAR７２

ｽﾀｰﾄ時間

1 池田 佳寿久 羽田 和宏 坂本 徹 清水 俊昌 7:46 中野 勇太郎 塩田 敦 久保 敦志 横山 雅樹 1

2 田中 秀徳 寒川 徹 山口 智 野田 剛司 7:53 安田 賢史 新井 亘 灰谷 悟 梶 真隆 2

3 小林 敏明 中林 浩之 竹之内 政永 光尾 崇宏 8:00 岩本 泰 西本 昌浩 小間 英三 阪口 章久 3

4 百野 政彦 小島 隆光 辻 信行 中島 和博 8:07 櫻井 賢 山森 徹也 工藤 直樹 林 明 4

5 奥田 祐司 森 正行 竹村 匡弘 安山 一秋 8:14 岡田 翔太 大黒 伸久 近常 俊彦 三垣 日出人 5

6 中川 隆 小川 晃正　　 近藤 徳年 長岡 守 8:21 藤田 郁 黒野 利弘 喜多 晴彦 谷川 敬一 6

7 愛宕 良英 高本 拓真 南 聖祐 西海 元彦 8:28 鈴木 純 吉岡 直 薮下 隆弘 吉田 典由 7

8 橋本 聖 倉垣 智宏 蔵内 茂 藤井 龍典 8:35 森田 敏裕 内藤 修志 巴山 博 小城 達司 8

8:42

9 畑 隆明 向井 隆司 佐藤 昌弘 筧 裕次郎 8:49 人見 幸夫 藤本 房江 白石 裕晃 古川 貴士 9

10 宅間 義浩 松本 正樹 大山 博嗣 柴田 昇 8:56 山崎 秀樹 田畑 恵司 前川 政広 植村 勝將 10

11 坂本 栄治 小池 康之 西山 隆男 壱岐 嘉規 9:03 西村 次郎 真鍋 明弘 安東 克敏 土屋 正義 11

12 奥中 伸介 西本 善晴 中村 廣 馬場 貴史 9:10 玖島 豪 平野 憲行　　 小林 新 村上 成烈 12

13 中村 信之 福村 正幸 澤江 太郎 東本 雅至 9:17 中野 寿男 梅田 智之 小西 正豊 西 靖晃 13

14 古藤 隆幸 尾崎 功 真継 悟 梅村 秀夫 9:24 塩見 佳之 松尾 和晃 上田 和弘 角谷 滋郎 14

15 藤原 基裕 杉本 孝史 川勝 隆之 藤木 浩一 9:31 山野 正人 石田 真吾 松原 潤一 平田 憲聖 15

16 末原 俊七 高宏 茂　 山﨑 剛志 辰己 博行 9:38 松原 泰之 田浦 進次 富山 勝俊 西田 謙司 16

17 赤瀬 淳治 里野 和敬 黒田 恭生 渡辺 浩通 9:45 山内 猛 竹内 純冶 松本 雅一 倉田 省吾 17

18 吉川 泰史 城間 勝行 9:52
（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②会場
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