
２０１９年７月８日（月）
鳴尾ゴルフ倶楽部

アスリート ６,２９０Y ／カジュアル ６,２０７Y  PAR７０

ｽﾀｰﾄ時間

1 鳴尾 幸久 福本 賀範 石本 巧 田中 雅登 7:30 木田 義彦 下浦 勝也 河合 隆太 近藤 康仁 1

2 廣瀬 恵一 古澤 聖二 橋本 公彦※ 堀本 喜秋※ 7:38 谷口 哲也 平田 正人 中川 幸次 山﨑 幸二 2

3 宮本 敏幸 服部 恭尚 大塚 崇史 北波 篤人 7:46 山下 等 北村 久人 福本 哲 宮谷 佳宏 3

4 岡田 正巳 和田 尚雄 泉 佳宏 十川 昌幸 7:54 三澤 猛史 前北 泰司 辻 信行 中島 和博 4

5 池田 昭博 山口 修司 杉山 勲 小阪 雅則 8:02 髙本 大士 木下 光学 赤尾 大樹 木ノ下 誠司 5

6 炭谷 浩之 三藤 和明 北山 明 岩田 光徳 8:10 岩元 大輔 藤田 伸 加藤 時彦 柴谷 克己 6

7 檀上 寛之 中谷 賢介 前川 政広 山崎 秀樹 8:18 木戸口 義明※ 栗林 修※ 葛城 宗人 辻 恒昭 7

8 渡辺 悟志 中田 勝也 下根 俊之 森本 伸幸 8:26 菊地 由起 三宅 寛穂 小松 範行 丸石 勝也 8

9 梶原 丈敬 冨永 洋史 澤江 太郎 高田 弘司 8:34 瀬滝 雅 吉岡 直 吉岡 尚生 林 光紀 9

10 藤井 昌弘 山下 恭平 山縣 弘幸 山本 展章 8:42 小田 博之 長岡 正博 川渕 雄二 上市 恭司 10

8:50

11 棚本 恵己 山本 裕樹 太田 浩年 山崎 訓弘 8:58 近藤 昌之 中居 清行 中川 隆 小川 晃正 11

12 奥小路 裕眞 眞部 尚英 寺岡 俊宏 笹原 和也 9:06 上嶌 一誠 堤 章好 松井 幸男 谷内 祥吾 12

13 西 靖晃 的場 清 藤井 淳史※ 川人 良香※ 9:14 植村 勝將 下前 裕嗣 髙山 泰佑 溜田 拓也 13

14 大野 泰生 木下 吉隆 丸居 信夫 井狩 良政 9:22 菊川 俊一郎 国本 考史 福村 正幸※ 中村 信之※ 14

15 安原 正夫 亀井 貴史 中島 隆司※ 渡邉 廣文※ 9:30 三木 猛 三田 剛 鶴田 誠※ 加茂 重裕※ 15

16 松野 賢二 野田 雅司 喜島 宏勝※ 喜島 道治※ 9:38 月城 昌也 中西 良二 酢谷 智宏 中岡 克祐 16

17 大地 勝正 竹島 道之 宮澤 順司 野手 学 9:46 藤澤 哲也 村山 浩士 山中 信明 井狩 和之 17

18 羽藤 嘉人※ 横山 英雄※ 杉本 尚斉 瀧野 文晴 9:54 井田 憲男 細野 泰弘 南 広行 東 徹 18

19 光武 亮太 金沢　寛治 調整中 調整中 10:02 杉野 徹也Ⅱ 粟村 幸男Ⅱ 吉川 美弘Ⅱ 吉川 繁雄Ⅱ 19

20 調整中 調整中 調整中 調整中 10:10
※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　決勝会場
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