
５月２１日（金）　　　
【アウトスタート】 【インスタート】

順位 氏　名 所　属 ＯＵＴ 備 考 順位 氏　　　名 所　属 ＩＮ 備 考

1 神谷　茂 高浜市 38 予選通過 1 児島　達之 春日井市 37 予選通過

2 加藤　浩 一宮市 39 予選通過 2 水野　徳之 豊田市 38 予選通過

3 浜地　弘 名古屋市 40 予選通過 3 本多　秀明 豊明市 40 予選通過

3 林　義博 名古屋市 40 予選通過 4 石川　直樹 西尾市 41 予選通過

3 近藤　歳宗 名古屋市 40 予選通過 4 松井　伸浩 豊橋市 41 予選通過

3 糟谷　文重 西尾市 40 予選通過 4 東　覚司 半田市 41 予選通過

3 磯部　英一 名古屋市 40 予選通過 7 榎島　弘光 豊橋市 42 予選通過

8 堀口　聡 名古屋市 41 予選通過 7 伊里　裕治 尾張旭市 42 予選通過

9 山下　洋右 名古屋市 42 予選通過 7 前田　知次 名古屋市 42 予選通過

9 新美　金之介 半田市 42 予選通過 7 播口　真午 半田市 42 予選通過

9 小島　朋広 名古屋市 42 予選通過 11 斎藤　裕明 名古屋市 43 予選通過

12 井上　晴雅 常滑市 43 予選通過 11 大橋　健一 名古屋市 43 予選通過

12 山下　茂 刈谷市 43 予選通過 11 髙田　政治 名古屋市 43 予選通過

12 榊原　英樹 半田市 43 予選通過 11 徳田　隆司 安城市 43 予選通過

12 稲垣　幸伸 岡崎市 43 予選通過 11 丹羽　祐治 長久手市 43 予選通過

12 鈴木　博 安城市 43 予選通過 16 牧野　公洋 豊田市 44 予選通過

12 白井　良典 豊橋市 43 予選通過 16 今田　宏一 豊田市 44 予選通過

18 柴田　光興 蒲郡市 44 予選通過 16 小嵐　徹 名古屋市 44 予選通過

18 阪口　正和 名古屋市 44 予選通過 19 大村　則雄 安城市 45 予選通過

18 竹本　明則 武豊町 44 予選通過 19 伊藤　博也 名古屋市 45 予選通過

18 深谷　友膨 常滑市 44 予選通過 19 石川　典久 豊田市 45 予選通過

18 大山　碩済 名古屋市 44 予選通過 19 稲熊　壮ニ 名古屋市 45 予選通過

23 神谷　悠朗 半田市 45 予選通過 19 河合　隆介 岡崎市 45 予選通過

23 岡戸　幸男 東海市 45 予選通過 19 岡田　英明 みよし市 45 予選通過

23 竹田　康雄 東郷町 45 予選通過 25 横山　尚次 瀬戸市 46 予選通過

23 浅井　守 岡崎市 45 予選通過 25 石原　吉己 西尾市 46

27 松本　英司 豊田市 46 25 生田　誠 高浜市 46

27 壁谷　和秀 豊川市 46 25 川野　政幸 江南市 46

27 牛島　泉 豊田市 46 25 星野　辰治 西尾市 46

27 井上　典明 豊田市 46 25 加納　公明 みよし市 46

31 松山　裕一 蒲郡市 47 31 稲葉　博和 名古屋市 47

31 吉田　嘉和 東海市 47 31 伊藤　太一 名古屋市 47

33 森本　光秋 名古屋市 48 33 片岡　久典 名古屋市 48

33 柳　春植 犬山市 48 33 中村　仁 刈谷市 48

33 長谷　秀夫 西尾市 48 33 鈴木　松久 岡崎市 48

36 高須　栄一 西尾市 49 33 小野　一也 豊川市 48

36 内藤　信彦 西尾市 49 33 岡本　康善 新城市 48

38 杉浦　正美 西尾市 50 33 川﨑　修一 尾張旭市 48

38 野口　明生 名古屋市 50 33 川口　久弘 西尾市 48

38 塚本　明宏 刈谷市 50 33 磯谷　正彦 豊田市 48

38 清原　敏之 名古屋市 50 41 金井　秀人 みよし市 50

38 山口　正博 知多市 50 41 福田　誠 西尾市 50

38 鍛冶　知之 安城市 50 43 加古　嘉助 東海市 52

38 原田　光也 安城市 50 43 丹羽　雅宏 日進市 52

45 片山　輝雄 常滑市 51 45 横山　守 豊橋市 53

45 古賀　敬朗 豊田市 51 46 坪内　志郎 名古屋市 54

45 戸井　利夫 豊川市 51 47 中村　敬 西尾市 57

48 岡田　高郁 安城市 53 久野　益央 名古屋市 欠 場

49 切通　政文 岡崎市 58 成田　通記 豊明市 欠 場

磯部　泰邦 名古屋市 欠 場 鈴木　強 田原市 欠 場

山田　宣行 春日井市 欠 場 神野　勝美 名古屋市 欠 場

小野田　隆治 みよし市 欠 場 清水　茂義 豊川市 欠 場

古賀　勲 豊田市 欠 場 中西　康治 刈谷市 欠 場

新家　俊明 豊明市 欠 場 矢田　誠 名古屋市 欠 場

伴野　直樹 西尾市 欠 場 竹田　雅彦 名古屋市 欠 場

寄田　正幸  岡崎市 欠 場 森川　友晴 みよし市 欠 場

関　治彦 豊田市 欠 場 光岡　錬治 みよし市 欠 場

武陵　守利 春日井市 欠 場 天野　和雄 岡崎市 欠 場
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伊藤　正達 名古屋市 欠 場 橋本　祥典 みよし市 欠 場

杉浦　功一郎 碧南市 欠 場 　※悪天候のため9ホールで終了

高木　薫 名古屋市 欠 場 愛知県ゴルフ連盟


