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グランディ鳴門ゴルフクラブ３６/イーストコース
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1 高松 博史 後藤田 賀博 星山 一也 大西 康司 7:51 新居 一郎 國北 昌男 佐藤 亘 多田 泰輔 1

2 伴 邦晃 髙橋 伸次 藤井 栄治 細川 将巳 7:58 三原 克美 藤村 広記 遠鑑 大幸 上原 和臣 2

3 樋口 正寿 太田 茂幹 津川 卓 竹内 潤 8:05 酒井 信行 夏木 潤典 矢代 雄二 西丸 二郎 3

4 中村 秀樹 水科 賢司 金藤 光浩 木村 孝志 8:12 藤原 宣雄 渡辺 昌明 佐野 学 坪井 優 4

5 小林 数誉 河内 志郎 吉野 英樹 中山 隆幸 8:19 月岡 洋介 枝川 洋介 山本 浩二 三本 司 5

8:26
6 吉本 清志 二宮 辰哉 渡邊 将人 下山 誠 8:33 吉山 滋温 堀 英男 小松 昭 大堀 耕太郎 6

7 松本 昌人 田所 紳二 義川 敦弘 大西 史郎 8:40 嶋貫 康男 小山 栄治 吉田 博一 万波 誠 7

8 三上 文得 高石 泰成 枡川 覚 本山 義幸 8:47 丸山 栄一 細川 誠 松瀬 和廣 川村 政仁 8

9 正木 保行 山本 清美 松林 尚己 有安 文雄 8:54 舛本 忠幸 平谷 佳三 前田 拓実 萩原 吉展 9

10 山本 章晴 小林 道明 原 清介 柴田 健一 9:01 上市 恭司 川渕 雄二 治田 吉史 菊 義之 10

9:08
11 雑賀 宅史 小野 正克 新見 卓也 小野 一明 9:15 高井 寛文 竹原 健児 新居 正啓 太田 滋啓 11

12 西出 浩二 木村 律郎 久賀田 昌弘 前田 升 9:22 櫻間 竜司 村木 哲朗 荒木 誠悟 新田 徳彦 12

13 小田 修史 小田 竜一 上中 宏記 土屋 靖 9:29 間藤 哲司 森川 博夫 迫田 康義 赤木 渉 13

14 米原 康司 広瀬 茂　　　 中 雅彦 山崎 敬祐 9:36 横貫 博崇 堀内 孝充 三好 利也 松田 幸一 14

15 清水 孝浩 河井 佳夫 奥村 好充 清水 真生 9:43 小川 季彦 中山 義晴 星 友和 松下 賢治 15

9:50
16 内海 勝議 藤原 章員 塩見 佳大 藤井 圭一 9:57 竹内 謙一郎 吉田 央 生田 博幸 青山 恵則 16

17 田中 弘一 松尾 年弘 今西 敏彦 南 憲司 10:04 折田 修作 松原 孝光 富本 昌典 齋藤 修治 17

18 加藤 治久 泉井 理 中谷 豊 前田 清 10:11 岩田 修二 森田 一茂 牛尾 光利 森井 昇二 18

19 中口 維秀 南 成記 西中 保廣 土屋 昌弘 10:18 沖 宣幸 杉原 治人 橋本 晋三 中野 正義 19

20 城 裕之 岩橋 尚和 平井 宏幸 稲岡 泰年 10:25 20

（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
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