
【大会名】中部地区決勝
【日  付】８月１日（月）

【会　場】愛知カンツリー倶楽部
７,０２５Ｙ　Ｐａｒ７４

【天候・気温・湿度】晴・雷雨・３５℃・８８%

通算 順位 氏　名 氏　名 合計 通算 順位 氏　名 氏　名 合計

-4 1 山村 憲人 大山 碩済 33 -4 1 山本 幸広 築山 一佳 33

-3 2 林 考春 宮園 正則 34 -2 2 垣内 誠 玉村 昌也 35

-3 3 加藤 賢吾 恩田 享之 34 -2 3 杉浦 茂樹 松山 阜司 35

-2 4 皆川 利勝 石川 和男 35 -2 4 水谷 友哉 齋藤 昌之 35
-2 5 谷口 彰彦 平 晃治 35 -2 5 小島 康弘 佐藤 幸彦 35

-2 6 大井 淳 坂口 光賢 35 -2 6 入澤 康彦 今村 慶 35

-2 7 神谷 雅彦 神谷 茂 35 -1 7 榊原 吉規 井村 公一 36

-2 8 岡安 真也 神谷 悠朗 35 -1 8 大橋 誠 早川 隆行 36

-2 9 神田 輝彦 白石 一則 35 -1 9 神農 竣以知 磯部 伊知郎 36

-1 10 鈴木 実雄 岡部 篤史 36 -1 10 岡井 善之 辻井 晃 36

-1 11 奥井 道太郎 郷社 大輔 36 0 11 岩崎 広範 舟山 義則 37

-1 12 松原 克典 手島 豊 36 0 12 坂本 隆 渡邊 聖真 37

-1 13 尾子 高史 片岡 茂樹 36 0 13 打田 直哉 柿沢 秀樹 37

-1 14 加田 靖博 加藤 達也 36 0 14 金本 湧謙 阪野 智久 37

-1 15 加藤 大介 原口 英典 36 0 15 右田 哲也 小澄 敏也 37

-1 16 音田 和則 尾崎 八男 36 +1 16 石塚 年啓 山田 和義 38

-1 17 福岡 秀和 太田 大士 36 +1 17 加藤 真弘 鵜飼 孝光 38

-1 18 小野 洋靖 早野 竜一 36 +1 18 星野 将宏 堀口 典弘 38

0 19 上堂薗 逸郎 久保田 敬 37 +1 19 三宅 義康 松岡 直樹 38

0 20 丹羽 正樹 二宮 敬史 37 +1 20 原田 英明 細屋 誠 38

0 21 鈴木 紀行 築山 嘉信 37 +1 21 伊藤 正達※ 吉田 有吉郎※ 38

0 22 中村 慎巴千 林 直樹 37 +1 22 鈴木 剛 岡元 俊二 38

0 23 杉浦 裕二 伊藤 晴夫 37 +1 23 羽吉 正勝 加藤 慎治 38

0 24 田添 裕康 田添 良憲 37 +1 24 小田 貴史 宮田 泰宏 38

0 25 中居 貴司 山平 広幸 37 +2 25 大村 則雄 小島 卓 39

0 26 中山 和義 岩井 勇二郎 37 +2 26 小池 誠之 小寺 修三 39

0 27 小野 勝利 小椋 憲二 37 +2 27 鈴木 伸昭 柴田 光興 39

+1 28 矢野 拓弘 久米 寛則 38 +2 28 川口 大八郎 郷田 直毅 39

+1 29 粂野 俊之 井上 茂樹 38 +2 29 山内 龍一郎 森下 眞一 39

+1 30 伊東 貴博 吉田 伸浩 38 +3 30 北村 憲正 松久 浩幸 40

+1 31 鈴木 優太 高川 博行 38 +3 31 柘植 大明 大田 晋也 40

+1 32 野々山 淳 水谷 光太郎 38 +3 32 荒川 智和 佐川 元規 40

+1 33 藤 浩一 松田 良隆 38 +3 33 増野 逸実 佐藤 秀信 40

+1 34 磯輪 昇男 柴田 恭志 38 +3 34 山路 貴志 小島 康嗣 40

+2 35 神谷 亮輔 水谷 仁志 39 +4 35 水田 尚孝 平光 治 41

+2 36 太田 康博 渡辺 吉行 39 +4 36 伊藤 俊夫 鈴木 堅弌 41

+2 37 川口 清大 鈴木 孝明 39 +5 37 水野 義久 宮地 慎司 42

+3 38 稲田 裕行 片瀬 博幸 40 +6 38 田中 稔 三宅 由高 43

+3 39 神田 修平 塩崎 信明 40

+3 40 熊川 三興 北林 健児 40

※上位５位までが、日本一決勝進出 ※上位５位までが、日本一決勝進出

※シニア枠通過チーム

競技委員長
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