
参加者： １５０名 日時　：　 平成３０年９月２１日（金）

距　離： Ｙ （パー７２） 会場　：　

組 時刻 氏　名 郡　市 スコア 氏　名 郡　市 スコア 氏　名 郡　市 スコア 氏　名 郡　市 スコア 組 時刻 氏　名 郡　市 スコア 氏　名 郡　市 スコア 氏　名 郡　市 スコア 氏　名 郡　市 スコア

1 7:30 加藤　宏大 土岐市 田中　秀武 山県市 髙田　哲男 瑞穂市 21 7:30 関根　隆司 海津市 古野　克彦 揖斐郡 北村　篤俊 安八郡

2 7:38 岩井　篤史 加茂郡 石井　　真 恵那市 加藤　範也 各務原市 楯　　登 下呂市 22 7:38 小栗　晴彦 可児郡 吉田　芳夫 不破郡 山田　宣之 養老郡 髙橋　貴広 本巣市

3 7:46 山藤　晋吾 関市 鎌田　　司 可児市 奥村　政之 羽島郡 清水　能正 飛騨市 23 7:46 山崎　達也 大野郡 鷲見　卓也 瑞浪市 髙橋　佐千夫 美濃加茂市 可児　直輝 中津川市

4 7:54 安田　勇二 大垣市 須田　雅士 美濃市 洞口　真次 高山市 北村　道則 本巣郡 24 7:54 光山　尚宏 岐阜市 山田　　進 郡上市 仁川　稔朗 多治見市 国本　智宏 羽島市

5 8:02 武山　安徳 瑞浪市 佐久間　充治 海津市 青山　高博 美濃加茂市 25 8:02 杉本　実英 恵那市 熊澤　　治 瑞穂市 朝日　耕人 加茂郡

6 8:10 佐藤　　勝 揖斐郡 小栗　則男 可児郡 小瀬　和人 大野郡 大野　佳隆 岐阜市 26 8:10 矢崎　智章 山県市 青木　大輔 羽島郡 加藤　　浩 関市 三宅　義康 大垣市

7 8:18 北川　　功 不破郡 北嶋　孝司 安八郡 安江　常治 中津川市 芝　　誠 羽島市 27 8:18 山口　　満 可児市 大空　幸晴 飛騨市 二村　巳明 下呂市 中島　基博 美濃市

8 8:26 田中　　章 郡上市 佐藤　武弘 養老郡 森　　孝宏 多治見市 河村　秀樹 本巣市 28 8:26 鎌田　敏雄 本巣郡 今井　晴久 高山市 赤坂　壽彦 各務原市 長尾　泰教 土岐市

9 8:34 棚橋　　勝 羽島郡 藤田　　保 大垣市 安藤　秀人 土岐市 29 8:34 林　　敏央 美濃加茂市 田中　一彦 岐阜市 中村　義則 不破郡

10 8:42 広瀬　康二 瑞穂市 今井　謙治 下呂市 藤川　尚司 美濃市 丹羽　崇泰 各務原市 30 8:42 大井　一範 海津市 高木　洋考 養老郡 吉川　廣司 羽島市 桑田　喜夫 郡上市

11 8:50 萩永　真康 高山市 林　　成嘉 本巣郡 山本　　勉 恵那市 杉山　尚史 山県市 31 8:50 小木曽　弘幸 中津川市 成原　伸次 大野郡 畑中　幹雄 本巣市 岡田　伸一 揖斐郡

12 8:58 田近　和彦 飛騨市 櫻井　直彦 関市 前嶋　典正 加茂郡 堀部　　強 可児市 32 8:58 浅野　利幸 安八郡 吉田　栄司 多治見市 平井　一夫 可児郡 入澤　康彦 瑞浪市

13 9:06 不破　晴秀 羽島市 奥村　卓司 美濃加茂市 吉村　房雄 郡上市 33 9:06 右田　正宏 美濃市 井上　眞一 関市 大山　義弘 羽島郡

14 9:14 田中　慎二 養老郡 吉村　敏明 本巣市 久保田　誠司 多治見市 小野　　彰 不破郡 34 9:14 熊崎　康元 高山市 星山　公男 土岐市 岡部　幸弘 可児市 田中　　要 飛騨市

15 9:22 森口　貴史 瑞浪市 酒井　　進 岐阜市 伊藤　恭士 揖斐郡 鈴木　勇蔵 海津市 35 9:22 星山　泰伸 各務原市 早野　竜一 大垣市 村橋　節雄 山県市 勇　　修 瑞穂市

16 9:30 大溝　長雄 大野郡 鈴木　武義 可児郡 金森　　拡 安八郡 安田　　実 中津川市 36 9:30 山川　修司 本巣郡 山下　潤二 加茂郡 鷹見　幹夫 恵那市 伊藤　修二 下呂市

17 9:38 水野　洋希 加茂郡 上野　晃嗣 飛騨市 春日井　大祐 可児市 37 9:38 桑原　　進 本巣市 多賀　　久 安八郡 小木曽　敏行 瑞浪市

18 9:46 近岡　次男 関市 中川　真澄 下呂市 成瀬　　力 恵那市 塚原　　誠 各務原市 38 9:46 大平　　茂 羽島市 服部　正一 中津川市 前野　乃介 揖斐郡 坂本　雅実 多治見市

19 9:54 酒井　英至 土岐市 森北　和行 瑞穂市 松岡　直樹 大垣市 洞口　太志 本巣郡 39 9:54 篭橋　健治 可児郡 神野　哲男 海津市 横山　幸二 不破郡 松井　則幸 大野郡

20 10:02 平田　政好 山県市 梶原　　力 羽島郡 宮西　　圭 美濃市 矢嶌　政博 高山市 40 10:02 山田　　均 岐阜市 小原　明人 美濃加茂市 石田　　勲 郡上市 坂井　邦彦 養老郡

〔１番スタート〕 〔１０番スタート〕

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。
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