
参加者： １１６名 日時　：　 ２０２２年９月１６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 佐橋　薫 可児郡 松岡　直樹 大垣市 山藤　晋吾 関市 16 7:30 坂口　英昭 本巣市 山田　慶弥 加茂郡 国本　智宏 羽島市 田近　清夫 飛騨市

2 7:39 谷川　和久 下呂市 今井　啓二 可児市 高木　洋考 養老郡 加藤　範也 各務原市 17 7:39 小原　明人 美濃加茂市 垣内　誠 中津川市 佐藤　勝 揖斐郡 藤川　尚司 美濃市

3 7:48 石井　真 恵那市 洞口　真次 高山市 山川　修司 本巣郡 前田　真佑 郡上市 18 7:48 棚橋　勝 羽島郡 根岸　敬弘 海津市 奥野　誠吾 多治見市 広瀬　康二 瑞穂市

4 7:57 杉山　尚史 山県市 長尾　泰教 土岐市 野村　吉宗 岐阜市 吉田　芳夫 不破郡 19 7:57 河口　正樹 瑞浪市 隣　奨太 安八郡 岡部　幸広 可児市

5 8:06 金森　拡 安八郡 桑原　弘 揖斐郡 井戸　好彦 加茂郡 入澤　康彦 瑞浪市 20 8:06 山田　宣之 養老郡 戸星　章民 岐阜市 加藤　宏大 土岐市 洞口　太志 本巣郡

6 8:15 大空　幸晴 飛騨市 玉川　貴文 瑞穂市 船戸　英治 多治見市 谷村　拓哉 本巣市 21 8:15 早野　竜一 大垣市 矢嶌　政博 高山市 田中　秀武 山県市 今井　謙治 下呂市

7 8:24 垣内　俊志 美濃市 辻井　晃 羽島市 大山　義弘 羽島郡 安田　実 中津川市 22 8:24 田中　章 郡上市 小栗　則男 可児郡 横山　幸二 不破郡 勝　一也 恵那市

8 8:33 林　敏央 美濃加茂市 佐久間　充治 海津市 赤坂　亮二 土岐市 23 8:33 松山　浩司 各務原市 近岡　次男 関市 梶原　力 羽島郡 水谷　昌貴 海津市

9 8:42 酒井　公明 不破郡 長屋　貴之 関市 山田　進 郡上市 平田　政好 山県市 24 8:42 山本　英之 瑞浪市 成瀬　力 中津川市 石原　慎一 美濃加茂市 田近　和彦 飛騨市

10 8:51 柴谷　敏文 各務原市 髙橋　周 可児市 小栗　春彦 可児郡 鎌田　敏雄 本巣郡 25 8:51 矢島　正規 美濃市 河村　秀樹 本巣市 浅野　利幸 安八郡 古山　亨 瑞穂市

11 9:00 稲川　卓男 大垣市 鷹見　幹夫 恵那市 柿ヶ野　忠孝 下呂市 下西　佳彦 高山市 26 9:00 古野　克彦 揖斐郡 高橋　佐千夫 加茂郡 斉藤　浩美 羽島市 藤墳　佳大 多治見市

12 9:09 佐藤　武弘 養老郡 酒井　進 岐阜市 神野　哲男 海津市 林　拓也 瑞穂市 27 9:09 杉本　実英 恵那市 中村　将則 不破郡 川上　高典 下呂市

13 9:18 右田　正浩 美濃市 渡辺　哲朗 加茂郡 鎌田　司 多治見市 奥村　卓司 美濃加茂市 28 9:18 伊藤　育朗 養老郡 吉村　房雄 郡上市 矢崎　智章 山県市 寺境　努 高山市

14 9:27 片田　昌宏 中津川市 洞先　正道 本巣市 森口　貴史 瑞浪市 前野　乃介 揖斐郡 29 9:27 塚原　誠 各務原市 上田　崇宏 大垣市 長井　智佐修 関市 大野　佳隆 岐阜市

15 9:36 伊藤　義弘 羽島市 小石　雅明 羽島郡 加藤　直美 飛騨市 森田　康彦 安八郡 30 9:36 若尾　有二 可児郡 林　成嘉 本巣郡 松葉　秀司 可児市 西尾　輝好 土岐市

・　欠場が出た場合や天候の状況によっては、組み合せやスタート時刻を変更することがある。
・　競技当日のプレー代は主管団体（一社）岐阜県ゴルフ連盟が補助する。ただし、飲食費、練習場使用料、個人の買い物については対象外とする。

〔１番スタート〕 〔１０番スタート〕

２０２２年度　第１４回

岐阜県民スポーツ大会ゴルフ競技[郡市代表戦]

組み合せ及びスタート時刻表

２９郡市

6,432 美濃白川ゴルフ倶楽部

一般社団法人
岐阜県ゴルフ連盟



２０２２年 ９月２日 

出場選手・監督 各位 

（一社）岐阜県ゴルフ連盟 
競技委員長 後藤  修 

 

２０２２年度（第１４回） 

岐阜県民スポーツ大会 ゴルフ競技（郡市代表戦） 

入場制限について 

 

本年度の岐阜県民スポーツ大会ゴルフ競技（郡市代表戦）における入場制限について、 
下記の通りとする。 

記 

 

１． ギャラリーの会場への入場は認めない。 

２． 専任監督は委員会の定める行動規範に従わなければならない。尚、会場内での

行動については以下の通り定める。 

①  当日受付にて選手同様、体調管理チェックシートの提出を必要とする。 

②  選手のスタートの見送りは認める。 

③  郡市所属選手のスタートが終了した後、専任監督は速やかに会場から

ご退場（帰社・帰宅）ください。 

スタート時を除き駐車場や進入路等を含む会場敷地内でのプレー観戦
は一切認めない。    

 

3. 会場内での成績表示は行わない。成績表示はＧＡＧホームページ上で行う。   

4. プレー終了後、委員会は『速やかな帰宅』を促す。 

プレー終了後のプレーヤーによる観戦も認めない。    

５． 表彰式は行わないため、表彰状、副賞は予選会場倶楽部を通じて対象者へ授与

する。 

 

  以 上  


