
令和2年度(第40回)石川県ｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙﾌ選手権競技本戦決勝

開催日：2020年07月31日(金)

　白山OUT/IN バック

片山津ゴルフ倶楽部組合せ・スタート時刻

競技委員長　高桑　幸一

　　　　

１Ｒ氏　名　　　　　　　１Ｒ氏　名　　　　　　　１Ｒ氏　名　　　　　　　１Ｒ氏　名　　　　　　　G Time Start

 ■ＯＵＴ（１番スタート）

1 7:30 1H 西　直幸 82 富樫 茂 83 山下　典佑 83
ニシ ナオユキ トガシ シゲル ヤマシタ ノリスケ

2 7:38 1H 河田　信彰 81 柚木　陽介 81 久門　弘 81 中田　圭亮 82
カワダ ノブアキ ユノキ ヨウスケ ヒサカド ヒロシ ナカダ ケイスケ

3 7:46 1H 南　明善 80 津田　裕介 80 川尻　拓磨 80 安田　和真　※ 81
ミナミ アキヨシ ツダ ユウスケ カワシリ タクマ ヤスダ カズマ

4 7:54 1H 坂口　尚詩 80 古橋　旺慶丸　※ 80 木村　浩之 80 小倉 隆太郎 80
サカグチ ヒサシ フルハシ アケマル キムラ ヒロユキ オグラ リュウタロウ

5 8:02 1H 中山　亮 79 東野　雄樹　※ 80 堀 信義 80 大島 護 80
ナカヤマ リョウ ヒガシノ ユウキ ホリ ノブヨシ オオシマ マモル

6 8:10 1H 三宅　龍馬　※ 78 西川　良太 79 田中　翔 79 蓮沼　謙一 79
ミヤケ リョウマ ニシカワ リョウタ タナカ ショウ ハスヌマ ケンイチ

7 8:18 1H 片岡　幸大　※ 78 田中　悠太　※ 78 林　晃成　※ 78 宮本　照政 78
カタオカ コウダイ タナカ ユウタ ハヤシ コウセイ ミヤモト テルマサ

8 8:26 1H 源野　智紀 77 光成　照行 77 北野　和彦 77 沖野　幸一 78
ゲンノ トモノリ ミツナリ テルユキ キタノ カズヒコ オキノ コウイチ

9 8:34 1H 澤田　新　※ 73 辻　圭一郎　※ 74 光成　赳　※ 75 若山　裕一 77
サワダ アラタ ツジ ケイイチロウ ミツナリ タケル ワカヤマ ユウイチ

１Ｒ氏　名　　　　　　　１Ｒ氏　名　　　　　　　１Ｒ氏　名　　　　　　　１Ｒ氏　名　　　　　　　G Time Start

 ■ＩＮ（１０番スタート）

1 7:30 10H 山本 恒久 83 中森　寛典 83 福岡 悟 84
ヤマモト ツネヒサ ナカモリ ヒロノリ フクオカ サトシ

2 7:38 10H 下谷内　哲次 84 水高　巧 84 大西　隆章 84 喜多　亮平 84
シモヤチ テツジ ミズタカ タクミ オオニシ タカユキ キタ リョウヘイ

3 7:46 10H 竹内 聡太朗 84 向江 政博 84 金本　大輝　※ 84 金谷　仁 84
タケウチ ソウタロウ ムカエ マサヒロ カネモト ダイキ カナヤ ヒトシ

4 7:54 10H 岡田　智博 84 奥井　道太郎 84 衣谷　信吾 84 松田　和也 84
オカダ トモヒロ オクイ ミチタロウ コロモヤ シンゴ マツダ カズヤ

5 8:02 10H 谷村　昭彦 84 金本 基広 84 森　和博 85 佐々木　秀文 85
タニムラ アキヒコ カネモト モトヒロ モリ カズヒロ ササキ ヒデフミ

6 8:10 10H 杉村　嘉信 85 田中　彰 85 宮本　太一 85 川野　飛来 85
スギムラ ヨシノブ タナカ アキラ ミヤモト タイチ カワノ ヒライ

7 8:18 10H 木澤　賢一 85 桜井　誠仁 85 遠藤　謙 85 朝西 憲治 85
キザワ ケンイチ サクライ セイジ エンドウ ケン アサニシ ケンジ

8 8:26 10H 髙畠　宏和 86 船本　学 86 土居　一重 86 本林　勝輝 86
タカバタケ ヒロカズ フナモト マナブ ドイ カズシゲ モトバヤシ マサキ

9 8:34 10H 中西　仁 86 藤堂　学 86 大野　勇二 86 寺西　政隆 86
ナカニシ ヒトシ トウドウ マナブ オオノ ユウジ テラニシ マサタカ

※　25歳未満の者
　


