
開催日 : 平成２９年４月２７日（木）

氏       名 氏       名 氏       名 氏       名 氏       名 氏       名 氏       名 氏       名
所  属 所  属 所  属 所  属 所  属 所  属 所  属 所  属

八木　敏和 本郷　　裕 佐藤　一義 野村　広治 水上　敏美 近藤　裕二

名古屋広幡 北陸グリーンヒル 名古屋港 名古屋広幡 亀山 名古屋港

大澤　芳己 小島　英一 大森　幹夫 山田　　均 寄田　正幸 樋口　泰行 後藤　敏夫 平野　勝義

グランシエロ 名古屋港 小松 名古屋広幡 名古屋広幡 グランシエロ 名古屋広幡 正眼寺

後藤　　徹 木田　悦三 長田　和正 豊留　義文 重久　九門 赤坂　壽彦 西川　清数 羽吉　正勝

正眼寺 WF森林公園 アリジ 名古屋広幡 名古屋広幡 正眼寺 WF森林公園 名古屋港

近藤　顕一 清水　茂義 児島　宏治 笠木　信秀 吉田　勝則 塚田　政司 西口　道明 中上　　進

名古屋港 名古屋広幡 正眼寺 グランシエロ 正眼寺 名古屋港 名古屋広幡 WF森林公園

小野　充雄 山本　忠明 神原　慎吾 萩原　政勝 安達　久夫 西原　憲明 後藤　　篤 鈴木　敦也

名古屋広幡 アリジ 名古屋港 正眼寺 グランシエロ WF森林公園 名古屋港 名古屋広幡

恩田　博之 鈴木　浩二 南　　二郎 牧野　公洋 荒木　正光 小原　明人 長谷部　健一 松本　隆夫

正眼寺 名古屋港 グランシエロ 名古屋広幡 WF森林公園 正眼寺 名古屋広幡 名古屋港

藤野　大造 山村　信夫 今村　道男 鈴木　経男 7 小嶋　弘之 後藤　幹夫 森川　友晴 高橋　健児

アリジ WF森林公園 名古屋広幡 名古屋港 亀山 名古屋港 名古屋広幡 正眼寺

前田　知次 吉村　房雄 中村　克己 水野　和人 8 中尾　和正 丹羽　政次郎 森　　哲宏 高野　幹雄

名古屋広幡 正眼寺 名古屋港 WF森林公園 グランシエロ 名古屋港 正眼寺 小杉

石川　一正 江端　正己 井上　真一 森下　謙二 安達　幸雄 萩野　　実 新田　徳蔵 近岡　次男

名古屋港 名古屋広幡 正眼寺 アリジ 名古屋港 名古屋広幡 アリジ 正眼寺

大島　　勉 竹田　康雄 小田　　丞 水谷　逸士 杏村　龍秀 大森　信男 間瀬　俊晴 澄川　和登

正眼寺 名古屋広幡 小杉 名古屋港 WF森林公園 グランシエロ 名古屋港 名古屋広幡

新井　辰鐘 稲垣　昌也 丹羽　祐治 西森　隆久 永井　克己 金子　昊正 井上　伸一 糟谷　文重

グランシエロ 名古屋港 名古屋広幡 WF森林公園 名古屋広幡 名古屋港 正眼寺 定光寺

川田　秀樹 田島　光次郎 髙橋　政孝 名嘉眞　隆 神谷　悠朗 三宅　光男 山本　　茂 石原　伸行

小杉 亀山 正眼寺 名古屋広幡 名古屋港 WF森林公園 名古屋広幡 グランシエロ

田中　鋭郎 永田　剛士 森下　喜久男 森下　眞一 林田　哲博 金村　浩史 伊藤　　恵 高井　　徹

WF森林公園 名古屋港 グランシエロ 名古屋広幡 正眼寺 名古屋広幡 名古屋港 アリジ

古賀　　勲 三浦　　吉 岡田　勝行 大西　好平 架谷　八郎 矢田　朋浩 山村　直彰 内藤　良司

名古屋広幡 正眼寺 名古屋港 グランシエロ 北陸グリーンヒル 名古屋港 名古屋広幡 WF森林公園

茂泉　勝夫 中川　　篤 松葉　勇造 水野　憲治 三河　順一 西口　則雄 井上　晴雅 岡田　英明

WF森林公園 名古屋港 定光寺 正眼寺 アリジ グランシエロ 名古屋港 名古屋広幡

玉川　　実 志水　重哉 林　　建治 深谷　高義 前川　建治 児島　達之 平原　正満 本間　孝司

シード・正眼寺 名古屋広幡 小杉 名古屋港 シード・小杉 名古屋広幡 正眼寺 亀山

北川　敏彦 木村　隆一 黒田　真司 吉村　信夫 川端　　敏 荒谷　紀幸 近藤　利清 浦口　保夫

シード・名古屋港 正眼寺 名古屋港 WF森林公園 シード・名古屋港 小松 名古屋広幡 グランシエロ

林　　一彦 生田　　誠 重丸　保隆 来馬　達也 鈴木　武正 伊藤　　明 山本　和夫 藤崎　　馨

正眼寺 名古屋港 アリジ 北陸グリーンヒル 名古屋港 名古屋広幡 WF森林公園 正眼寺

斎藤　裕明 武山　安徳 新家　俊明 知切　四書 藤　　浩一 大参　幹雄 萩原　丈晴 岡村　多聞

WF森林公園 正眼寺 名古屋港 小杉 名古屋広幡 名古屋港 正眼寺 グランシエロ

玉山　博康 小山　正行 田中　克博 高橋　佐千夫 吉田　一男 杉山　　崇 三嶋　正敏 柴田　雅好

名古屋港 名古屋広幡 グランシエロ 正眼寺 亀山 WF森林公園 アリジ 名古屋港

熊沢　　昇 高柳　貞信 右城　省三 穴井　元紀 本田　和博 青木　清治 園田　正文 塚田　信一

正眼寺 名古屋港 亀山 定光寺 名古屋港 グランシエロ 名古屋広幡 小松

清田　　巧 林　　一麻 宮崎　敏彦 磯部　泰邦 松原　和之 山形　　修 稲垣　幸伸 石田　　勲

名古屋港 WF森林公園 アリジ 名古屋広幡 小杉 名古屋広幡 WF森林公園 正眼寺

大柿　清春 渡辺　武男 深尾　芳清 片岡　経量 大野　　清 鈴木　文雄 笠井　浩一 市川　　護

名古屋広幡 名古屋港 正眼寺 グランシエロ 正眼寺 名古屋港 アリジ 名古屋広幡

◇ハウスの開場は6時00分とします。練習場の開場も同時刻とします。
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　　競技当日に病気その他の理由で参加を取りやめる場合は、東名古屋カントリークラブ℡0565-48-1331までご連絡下さい。

◇競技前日までに病気その他の理由で参加を取りやめる場合は、名古屋広幡ゴルフコース℡0565-48-1551までご連絡下さい。

【備考】
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◇欠席者があった場合は、組合せ及びスタート時間を変更することがあります。
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