
5/18月 現在

令和３年５月３０日（日）

瀬野川カンツリー倶楽部　（雨天決行）
 

ホール番号 カート番号 回生 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ホール番号 カート番号 回生 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

7:54 1 35 定光    信 中野  正士 井上  智博 多山  佳彦 7:54 50 23 臼井　紀彦 菅    泰晶 平本  和秀 高野　泰親

8:02 2 34 庄子 佳宏31 小川 智久32 長榮 陽一郎34 8:02 49 23 山崎　勝彦 西谷　修司 山本　和親 古川　剛士

8:10 3 33 山木    茂 敏本　一行  8:10 48 23 澤崎 貫太郎 山本　  剛 中元　起力 玉重  勝規

8:18 4 29 鍵元　皇樹 高見     仁 野田　大作 長富     誠 8:18 47 23 木原　賢治 坪島　功治 稲田    豊  

8:26 5 29 畑中 耕一郎 平岡　昭吾 倉本　貴史 8:26 46 25 久保　  賢 岩本　卓也 森國　泰往  

8:34 6 28 井澤　顕彦 貫名    毅 岡田　秀幸  8:34 45 17 丸茂　裕樹 三谷　幸二 西口　賢司

8:42 7 6 新谷　哲章 妙見　明宜 八木  尊行  8:42 44 17 竹元　一樹 岩岡     武 大田     隆 兼近　裕丈

8:50 8 6 中野　富博 余多分 洋一 木曽　光則  8:50 43 17 原田  昌彦 井上　辰二 高田     諭

8:58 9 5 畑下　義雄 中村 　  元 常広　一信 成広　光正 8:58 42 9 田中　逸夫 佐古田　学 山縣　俊之

9:06 10 5 平沢    清 宮川　敏昭 山村     剛 吉村    司 9:06 41 9 影居　嗣久 栗本　典之 土屋　洋文 松本　三法

9:14 11 5 山口　  茂 小林  正和 寄本　克典 東谷  文彦 9:14 40 8 前原  大三 藤田　弘之 団野　秀典 戸野　佳彦

9:22 12 5 山崎　栄作 上野  孝文 沖宗  正明 丸岡     茂 9:22 39 7 田松　了壮 松本　善樹 内野　睦男 廣本　二郎

9:30 13 3 河瀬     徹 中原　康博 竹内     裕 9:30 38 7 山根　英昭 権随　繁徳 田中  俊彦

9:38 14 3 八木　一秀 向井　和美 石田　達夫 9:38 37 10 田原  重治 河中　  清 西本　紀啓 友近　伸造

9:46 15 2 平昭  栄司 藤木    寛 山下  哲夫 二國  則昭 9:46 36 10 矢野　俊一 田中  清峰 難波  昇一

9:54 16 14 福本 駿(教員ＯＢ） 今市  恵誉12 小谷　  新14 一瀬  浩志14 9:54 35 10 重田  一彦 永井  栄二 長浜　成弥 難波  正純

10:02 17 12 田中　  修 山田  博明 久保　豊年 川上　真志 10:02 34 20 森迫  泰弘 藤田　直樹 信末　孝之 脇　泰能

10:10 18 12 高松　三方 元樋　光伸 森野　   茂 寺岡 明芳 13 10:10 33 20 松井　聡政 大田    太 越智   豊 谷口   篤

10:18 19 12 村岡  浩二 森本  晃一 平石  雅史 10:18 32 21 川村     聡 巣守　佳之 大野　昌志 村上　健一

10:26 20 41 齋藤 一輝41 山田 竜一42 近藤星次郎47 北野 達也48 10:26 31 40 福本　晃士 岸本    剛 城　雄一朗 豊田  洋明

◆ スコアは、ナビに入力をお願いします スタート室で最終の確認をします  ◆ 18ホールストロークプレー（6インチプレース）

◆ 競技終了後、表彰式は行いません  飲酒運転のないよう、自己管理をお願いします ◆ 第1打がＯＢの時は、特設ティよりプレイング4でプレーです

◆ クラブハウス内は、マスクの着用をお願いします ◆ 使用ティ 男性：白 70才以上はゴールドティの使用が可能です

◆ 同スコアの場合は、年齢上位です

　OUTスタート　 ニアピン　6・13番　　ドラコン　9・18番 予定 　INスタート　 ニアピン　6・13番　　ドラコン　9・18番 予定

「令和3年（第16回）広島城北高等学校同窓会 奨学金チャリティゴルフ大会」 スタート表
　

 開催日時 福田方面からの山越えルートは 開通しております

 開催場所


