
参加者： １５０名 日時　：　 平成２９年９月２２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

ｶﾅｲ　ｼｮｳﾀ ｽｷﾞﾔﾏ　ﾅｵﾌﾐ ﾀﾅｶ　ｶｽﾞﾋｺ ｾｷﾈ　ﾀｶｼ ｻﾄｳ　ﾏｻﾙ ｱｻﾉ　ﾄｼﾕｷ

金井　翔太 杉山　尚史 田中　一彦 関根　隆司 佐藤　　勝 浅野　利幸

ｶｽｶﾞｲ　ﾀﾞｲｽｹ ｲﾏﾑﾗ　ｹｲ ﾀｶﾀﾞ　ﾃﾂｵ ｼﾐｽﾞ　ﾖｼﾏｻ ｵｸﾞﾘ　ﾊﾙﾋｺ ﾔｽﾀﾞ　ｺｳｼﾞ ﾎﾗｸﾞﾁ　ﾌﾄｼ ｶﾜｾ　ﾄｼｱｷ

春日井　大祐 今村　　慶 髙田　哲男 清水　能正 小栗　春彦 安田　幸史 洞口　太志 川瀬　敏明

ﾀﾅｶ　ｱｷﾗ ｲﾜｲ　ｱﾂｼ ｵｸﾑﾗ　ﾏｻﾕｷ ﾌﾀﾑﾗ　ﾐｱｷ ﾔﾏｻﾞｷ　ﾀﾂﾔ ﾅﾙｾ　ﾁｶﾗ ｵｸﾑﾗ　ﾀｶｼ ﾊｯﾄﾘ　ｼｮｳｲﾁ

田中　　章 岩井　篤史 奥村　政之 二村　巳明 山崎　達也 成瀬　　力 奥村　卓司 服部　正一

ﾖｼﾀﾞ　ﾖｼｵ ｽﾀﾞ　ﾏｻｼ ｲｼﾊﾞｼ　ﾄｼﾋﾛ ｺｳﾑﾗ　ﾋﾃﾞｷ ﾂｶﾊﾗ　ﾏｺﾄ ﾔﾏﾄｳ　ｼﾝｺﾞ ｶﾄｳ　ﾋﾛｷ ｸﾆﾓﾄ　ﾄﾓﾋﾛ

吉田　芳夫 須田　雅士 石橋　利浩 河村　秀樹 塚原　　誠 山藤　晋吾 加藤　宏大 国本　智宏

ﾀｹﾔﾏ　ﾔｽﾉﾘ ｲﾄｳ　ｲｸﾛｳ ﾀｶﾊｼ　ｻﾁｵ ｶｷｳﾁ　ﾏｺﾄ ﾏｴﾀﾞ　ﾋﾛﾀｶ ﾔﾏｼﾀ　ｼﾞｭﾝｼﾞ

武山　安徳 伊藤　育朗 髙橋　佐千夫 垣内　　誠 前田　寛高 山下　潤二

ｲﾜﾀ　ﾋﾃﾞｱｷ ﾑﾗｶﾐ　ﾘｮｳ ｵｵﾐｿﾞ　ﾅｶﾞｵ ｻｶｲ　ｽｽﾑ ﾀﾅｶ　ﾋﾃﾞﾀｹ ﾔﾏｶﾜ　ｼｭｳｼﾞ ﾁｶｵｶ　ﾂｷﾞｵ ﾌｼﾞﾀ　ﾀﾓﾂ

岩田　英明 村上　　涼 大溝　長雄 酒井　　進 田中　秀武 山川　修司 近岡　次男 藤田　　保

ｲﾄｳ　ﾔｽｼ ｶﾅﾓﾘ　ﾋﾛﾑ ｻｵﾄﾒ　ｱｷﾖｼ ﾀﾅﾊｼ　ﾔｽｼ ｼﾓｶﾜ　ｶｽﾞﾐ ﾀﾁﾞｶ　ｶｽﾞﾋｺ ｶｷｶﾞﾉ　ﾀﾀﾞﾀｶ ｳﾒﾑﾗ　ﾀﾂｵ

伊藤　恭士 金森　　拡 五月女　晃儀 棚橋　泰之 下川　和美 田近　和彦 柿ヶ野　忠孝 梅村　達夫

ﾔﾏﾀﾞ　ｽｽﾑ ｵｸﾞﾘ　ｶｽﾞﾋｺ ｻｸﾏ　ﾐﾂｼﾞ ｸﾆｴﾀﾞ　ﾔｽｼ ｱｵｷ　ﾀﾞｲｽｹ ｳｼﾏﾙ　ｹｲｼﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｮｳｼﾞ ﾉｶﾞﾐ　ｶｽﾞﾐ

山田　　進 小栗　一彦 佐久間　充治 国枝　　靖 青木　大輔 牛丸　恵司 渡辺　昭治 野上　一美

ﾏｽﾀﾞ　ﾕﾀｶ ｻﾄｳ　ﾖｼﾄ ﾅｶﾞｵ　ﾔｽﾉﾘ ｸﾎﾞｲ　ｼｹﾞﾀｶ ﾖｼｶﾜ　ﾋﾛｼ ｱｵｷ　ﾏｻﾙ

増田　　豊 佐藤　義人 長尾　泰教 久保井　茂孝 吉川　廣司 青木　　勝

ﾋﾛｾ　ｺｳｼﾞ ﾀﾅｶ　ﾖｼｵ ｲｼﾀﾞ　ｲｻｵ ｼﾊﾞﾀﾆ　ﾄｼﾌﾐ ｲﾅｶﾞﾜ　ﾃｯｼﾝ ﾏﾌﾞﾁ　ｴｲｲﾁ ｵｵﾉ　ﾖｼﾀｶ ﾌｼﾞｶﾜ　ｼｮｳｼﾞ

広瀬　康二 田中　栄男 石田　　勲 柴谷　敏文 稲川　鉄心 馬渕　鋭一 大野　佳隆 藤川　尚司

ﾊｼﾓﾄ　ﾄｼﾛｳ ﾊﾔｼ　ﾅﾘﾖｼ ﾑﾗｾ　ｺｳﾍｲ ﾔｻﾞｷ　ﾄﾓｱｷ ｺｷﾞｿ　ﾋﾛﾕｷ ﾀｶｸﾜ　ﾃﾂｼﾞ ｴﾉﾓﾄ　ﾅｵｼﾞ ｻﾄｳ　ﾀｹﾋﾛ

橋本　利郎 林　　成嘉 村瀬　耕平 矢崎　智章 小木曽　弘幸 高桑　徹司 榎本　直司 佐藤　武弘

ﾏｾﾄﾞ　ﾏｻｱｷ ｻｸﾗｲ　ﾅｵﾋｺ ｱｻﾋ　ｺｳｼﾞﾝ ｵｶﾍﾞ　ﾕｷﾋﾛ ﾓﾘﾀ　ﾔｽﾋｺ ｿｶﾞ　ｼﾝｲﾁ ｱﾝﾄﾞｳ　ﾏｻﾖｼ ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾃﾞﾕｷ

馬瀬戸　正明 櫻井　直彦 朝日　耕人 岡部　幸弘 森田　康彦 曽我　伸一 安藤　正義 山本　英之

ｲｼﾊﾗ　ﾌｼﾞｵ ｽﾐ　ﾕｳｾｲ ｵｸﾞﾘ　ﾉﾘｵ ﾐﾔﾆｼ　ｹｲ ｵﾝﾀﾞ　ｼﾝｼﾞ ﾊｾｶﾞﾜ　ﾏｻﾋﾛ

石原　富二雄 鷲見　勇晴 小栗　則男 宮西　　圭 恩田　真二 長谷川　正宏

ﾔﾏﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾕｷ ﾎｯﾀ　ﾀｶﾕｷ ﾔﾏﾀﾞ　ｺｳｼﾞ ｷﾀｼﾞﾏ　ﾀｶｼ ｲﾏｲ　ﾊﾙﾋｻ ﾐｽﾞﾉ　ﾋｻﾀｶ ｷﾖﾊﾗ　ｶﾂﾉﾘ ﾀﾅｶ　ｶﾅﾒ

山田　宣之 堀田　孝行 山田　浩司 北嶋　孝司 今井　晴久 水野　久隆 清原　勝典 田中　　要

ﾐﾜ　ｾｲｼﾞ ｶｼﾞﾜﾗ　ﾁｶﾗ ﾔﾏｷﾞｼ　ﾅｵﾋｺ ｵｵｸﾗ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾐﾔﾓﾄ　ｹﾝｲﾁ ﾔｽﾀﾞ　ﾕｳｼﾞ ﾉﾌﾞﾀ　ﾌﾐｵ ｸﾏｻﾞﾜ　ｵｻﾑ

三輪　晴二 梶原　　力 山岸　直彦 大倉　秀一 宮本　賢一 安田　勇二 信田　富三雄 熊澤　　治

ﾀｸﾞﾁ　ｼﾝｼﾞ ﾎﾘﾍﾞ　ﾄｼﾋｻ ｷﾀｶﾞﾜ　ｲｻｵ ｵｸﾉ　ｾｲｺﾞ ｱﾝﾄﾞｳ　ｾｲｼﾞ ﾏｴｼﾞﾏ　ﾉﾘﾏｻ ｼﾉﾊﾗ　ｽｽﾑ ｺｾ　ｶｽﾞﾄ

田口　慎二 堀部　利久 北川　　功 奥野　誠吾 安藤　誠司 前嶋　典正 篠原　　進 小瀬　和人

ﾊﾔｼ　ﾄｼﾌﾐ ﾀﾁﾞｶ　ｷﾖｵ ｶﾜｼﾏ　ﾏｻﾋﾛ ｲﾄｳ　ﾋﾃﾞｷ ｵｵｲ　ｶｽﾞﾉﾘ ｾﾝｺﾞｸ　ﾋﾛﾄｼ

林　　敏央 田近　清夫 川嶋　政広 伊藤　英城 大井　一範 仙石　洋敏

ﾅｶｼﾏ　ﾓﾄﾋﾛ ﾑｶｴﾉ　ｺｳｲﾁ ｽｷﾞﾓﾄ　ﾐﾂﾋﾃﾞ ﾋﾗﾊﾗ　ﾏｻﾐﾂ ﾅｶﾂｶｻ　ﾃﾂｵ ｵｸﾀﾞ　ｻﾄﾙ ﾑﾄｳ　ﾖｼﾛｳ ﾔｽｴ　ﾐﾂﾋｻ

中島　基博 向野　晃一 杉本　実英 平原　正満 中司　哲男 奥田　　悟 武藤　義朗 安江　光久

ｲﾄｳ　ﾋﾛｼ ﾕｷﾀ　ﾕｷﾑﾗ ﾊﾔﾉ　ﾘｭｳｲﾁ ﾓｷﾞ　ﾏｻﾐﾂ ｲｻｼﾞ　ﾉﾘﾔｽ ｵｵﾊﾞ　ﾏｻﾄｼ ｴﾋﾞ　ﾏｻｼ ｲﾜｻｷ　ﾐﾉﾙ

伊藤　　洋 雪田　幸村 早野　竜一 茂木　政光 伊佐治　徳保 大場　正敏 衣斐　正史 岩崎　　実

ｲｻﾐ　ｵｻﾑ ﾀﾅﾊｼ　ｶﾂ ﾅｶﾞｲ　ﾁｻｵ ﾔｼﾞﾏ　ﾏｻﾋﾛ ﾊｷﾞﾜﾗ　ﾏｻｶﾂ ﾀｹｳﾁ　ｱｷﾄｼ ﾓﾘ　ﾉﾘﾋｺ ﾌｼﾞｲ　ﾏｻﾕｷ

勇　　修 棚橋　　勝 長井　智佐臣 矢嶌　政博 萩原　政勝 竹内　章敦 森　　宣彦 藤井　正幸

※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。

郡上市 養老郡40 10:02 岐阜市 加茂郡20 10:02 瑞穂市 羽島郡 関市 高山市

安八郡 不破郡 大野郡本巣郡 39 9:54 可児郡19 9:54 瑞浪市 山県市 大垣市

多治見市9:46 羽島市 中津川市 揖斐郡恵那市 各務原市 3818 9:46 美濃市 下呂市

土岐市37 9:38 本巣市 海津市17 9:38 美濃加茂市 飛騨市 可児市

加茂郡 恵那市 大野郡多治見市 36 9:30 本巣郡16 9:30 下呂市 美濃加茂市 不破郡

瑞穂市9:22 各務原市 大垣市 山県市揖斐郡 海津市 3515 9:22 瑞浪市 羽島郡

可児市 飛騨市34 9:14 高山市 土岐市14 9:14 養老郡 本巣市 中津川市 安八郡

関市 岐阜市33 9:06 美濃市13 9:06 羽島市 郡上市 可児郡

瑞浪市8:58 安八郡 多治見市 可児郡加茂郡 可児市 3212 8:58 高山市 関市

本巣市 養老郡31 8:50 中津川市 大野郡11 8:50 飛騨市 本巣郡 恵那市 山県市

揖斐郡 岐阜市 美濃市各務原市 30 8:42 大垣市10 8:42 瑞穂市 下呂市 郡上市

8:34 美濃加茂市 羽島市 不破郡土岐市 299 8:34 羽島郡 海津市

瑞穂市 多治見市28 8:26 羽島郡 高山市8 8:26 郡上市 土岐市 海津市 本巣市

飛騨市 下呂市 美濃市羽島市 27 8:18 可児郡7 8:18 揖斐郡 安八郡 恵那市

大垣市8:10 山県市 本巣郡 関市大野郡 岐阜市 266 8:10 不破郡 可児市

加茂郡25 8:02 中津川市 各務原市5 8:02 瑞浪市 養老郡 美濃加茂市

関市 土岐市 羽島市本巣市 24 7:54 各務原市4 7:54 不破郡 美濃市 高山市

中津川市7:46 大野郡 恵那市 美濃加茂市羽島郡 下呂市 233 7:46 郡上市 加茂郡

本巣郡 養老郡22 7:38 可児郡 大垣市2 7:38 可児市 瑞浪市 瑞穂市 飛騨市

揖斐郡 安八郡21 7:30 海津市

〔１番スタート〕 〔１０番スタート〕

1 7:30 多治見市 山県市 岐阜市

平成２９年度　第１０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

３０郡市

6,340 恵那峡カントリークラブ

（一社）岐阜県ゴルフ連盟


