
令和3年度(第41回)石川県ｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙﾌ選手権競技決勝2日目

開催日：2021年08月20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　　　　　　　所　属１Ｒ氏　名　　　　　　　所　属１Ｒ氏　名　　　　　　　所　属１Ｒ氏　名　　　　　　　所　属G Time Start

 ■ＯＵＴ（１番スタート）

1 7:30 1H 嵐　　禎暁 84 野田　健二 84 川野　飛来 84
ｱﾗｼ ﾖｼｱｷ ﾉﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ｶﾜﾉ ﾋﾗｲ

GCﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 金沢CC 加賀CC

2 7:38 1H 桜井　誠仁 84 堀　　秀樹 84 森　　和博 84 西村　武彦 84
ｻｸﾗｲ ｾｲｼﾞ ﾎﾘ ﾋﾃﾞｷ ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾋｺ

GCﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 朱鷺の台CC GCﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 金沢CC

3 7:46 1H 若山　裕一 82 中谷　一芳 83 喜多　亮平 83 南　　薫郎 84
ﾜｶﾔﾏ ﾕｳｲﾁ ﾅｶﾀﾆ ｶｽﾞﾖｼ ｷﾀ ﾘｮｳﾍｲ ﾐﾅﾐ ﾉﾌﾞｵ

小松CC 朱鷺の台CC 金沢セントラルCC 片山津GC

4 7:54 1H 名川　健太 82 前　喜久次 82 黒保　直冶 82 下口　和好 82
ﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾀ ﾏｴ ｷｸｼﾞ ｸﾛﾔｽ ﾅｵﾔ ｼﾓｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖｼ

山代GC GCﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 片山津GC 加賀CC

5 8:02 1H 大島　　護 82 朝倉　優一 82 東間　栄治 82 地藤　淳史 82
ｵｵｼﾏ ﾏﾓﾙ ｱｻｸﾗ ﾕｳｲﾁ ﾄｳﾏ ｴｲｼﾞ ｼﾞﾄｳ ｱﾂｼ

片山津GC 石川GC 石川GC 能登GC

6 8:10 1H 沖野　幸一 81 中田　圭亮 81 澤田　　新※ 81 光成　照行 81
ｵｷﾉ ｺｳｲﾁ ﾅｶﾀﾞ ｹｲｽｹ ｻﾜﾀﾞ ｱﾗﾀ ﾐﾂﾅﾘ ﾃﾙﾕｷ

能登CC 金沢CC 加賀CC 加賀CC

7 8:18 1H 前川　建治 80 木澤　賢一 81 室井　孝介 81 山本　恒久 81
ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼﾞ ｷｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ ﾑﾛｲ ｺｳｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾈﾋｻ

GC金沢リンクス GC金沢リンクス 金沢東GC 片山津GC

8 8:26 1H 大西　隆章 80 源野　智紀 80 川尻　拓磨 80 宮本　照政 80
ｵｵﾆｼ ﾀｶﾕｷ ｹﾞﾝﾉ ﾄﾓﾉﾘ ｶﾜｼﾘ ﾀｸﾏ ﾐﾔﾓﾄ ﾃﾙﾏｻ

能登CC 朱鷺の台CC 金沢CC 石川GC

9 8:34 1H 西川　良太 79 塚本　崇久 79 佐々木秀文 80 中嶋　晃哉 80
ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ ﾂｶﾓﾄ ﾓﾄﾋｻ ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾌﾐ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾔ

金沢CC 小松CC 能登CC 金沢CC

10 8:42 1H 片岡　幸大※ 78 下谷内哲次 79 辻　圭一郎※ 79 藤堂　　学 79
ｶﾀｵｶ ｺｳﾀﾞｲ ｼﾓﾔﾁ ﾃﾂｼﾞ ﾂｼﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾄｳﾄﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ

白山CC ｻﾞ・CC・能登 IGA 白山CC

11 8:50 1H 木村　浩之 78 神島　匡樹 78 木村　一茂 78 林　　建治 78
ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ ｶﾐｼﾏ ﾏｻｷ ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ

金沢東GC 能登CC 白山CC 朱鷺の台CC

12 8:58 1H 古橋旺慶丸※ 77 蓮沼　謙一 77 小倉隆太郎 77 池田　　健 78
ﾌﾙﾊｼ ｱｹﾏﾙ ﾊｽﾇﾏ ｹﾝｲﾁ ｵｸﾞﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｲｹﾀﾞ ｹﾝ

IGA 白山CC 片山津GC 金沢東GC

13 9:06 1H 堀　　信義 73 東野　雄樹※ 74 木戸口孝志 75 三宅　龍馬※ 77
ﾎﾘ ﾉﾌﾞﾖｼ ﾋｶﾞｼﾉ ﾕｳｷ ｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾀｶｼ ﾐﾔｹ ﾘｮｳﾏ

片山津GC 加賀CC GCﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 金沢CC

１Ｒ氏　名　　　　　　　所　属１Ｒ氏　名　　　　　　　所　属１Ｒ氏　名　　　　　　　所　属１Ｒ氏　名　　　　　　　所　属G Time Start

 ■ＩＮ（１０番スタート）

1 7:30 10H 坂口　尚詩 84 寺坂　匡浩 84 田上　淳一 84
ｻｶｸﾞﾁ ﾋｻｼ ﾃﾗｻｶ ﾏｻﾋﾛ ﾀｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ

小松CC 朱鷺の台CC 金沢GC

2 7:38 10H 中西　　仁 84 本林　勝輝 84 松田　和也 84
ﾅｶﾆｼ ﾋﾄｼ ﾓﾄﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

GCﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 金沢GC 金沢CC

3 7:46 10H 藤島壮一郎 84 宮本　太一 85 山下　典佑 85 寺西　政隆 85
ﾌｼﾞｼﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲﾁ ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘｽｹ ﾃﾗﾆｼ ﾏｻﾀｶ

能登CC 金沢セントラルCC 金沢CC 片山津GC

4 7:54 10H 竹内聡太朗 85 衣谷　信吾 85 小網　　潤 85 河田　信彰 86
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾛｳ ｺﾛﾓﾔ ｼﾝｺﾞ ｺｱﾐ ｼﾞｭﾝ ｶﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ

片山津GC 白山CC 能登GC ｻﾞ・CC・能登

5 8:02 10H 山瀬　哲夫 86 平田　敏之 86 土居　一重 86 能澤　　剛 86
ﾔﾏｾ ﾃﾂｵ ﾋﾗﾀ ﾄｼﾕｷ ﾄﾞｲ ｶｽﾞｼｹﾞ ﾉｻﾞﾜ ﾀｹｼ

ｻﾞ・CC・能登 金沢東GC GCﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 朱鷺の台CC

6 8:10 10H 福岡　　悟 86 缶　　勝士 86 村松　高治 86 柚木　陽介 87
ﾌｸｵｶ ｻﾄｼ ﾎﾄｷﾞ ｶﾂｼ ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｼﾞ ﾕﾉｷ ﾖｳｽｹ

GCﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 白山CC 片山津GC GCﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ

7 8:18 10H 高畠　宏和 87 辰野　智規 87 向出　　勇 88 朝西　憲治 88
ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾋﾛｶｽﾞ ﾀﾂﾉ ﾄﾓﾉﾘ ﾑｶｲﾃﾞ ｲｻﾑ ｱｻﾆｼ ｹﾝｼﾞ

金沢CC 能登CC 山代GC 片山津GC

8 8:26 10H 中村　栄慎 88 南　　健一 88 春田　明彦 89 池端　晃一 89
ﾅｶﾑﾗ ｴｲｼﾝ ﾐﾅﾐ ｹﾝｲﾁ ﾊﾙﾀ ｱｷﾋｺ ｲｹﾊﾞﾀ ｺｳｲﾁ

GCﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 金沢セントラルCC ｻﾞ・CC・能登 加賀CC

9 8:34 10H 大山　　巌 89 田中　　翔 90 山田　孝一 90 竹吉　　大 90
ｵｵﾔﾏ ｲﾜｵ ﾀﾅｶ ｼｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ ﾀｹﾖｼ ﾀﾞｲ

能登GC 金沢GC 金沢CC GCﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ

10 8:42 10H 奥井道太郎 90 喜田　英一 90 太田　憲治 90 向江　政博 91
ｵｸｲ ﾐﾁﾀﾛｳ ｷﾀﾞｴｲｲﾁ ｵｵﾀ ｹﾝｼﾞ ﾑｶｴ ﾏｻﾋﾛ

能登島G&CC 朱鷺の台CC 片山津GC 片山津GC

11 8:50 10H 山本　慎司 91 東海林次夫 93 山本　孝彦 93 安原　朋宏 94
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ ｼｮｳｼﾞ ﾂｷﾞｵ ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋｺ ﾔｽﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ

GCﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 朱鷺の台CC IGA 小松PB

12 8:58 10H 島野　一直 94 塚本　　豊 94 西角　善哉 94 川島　　悟 95
ｼﾏﾉ ｶｽﾞﾅｵ ﾂｶﾓﾄ ﾕﾀｶ ﾆｼｶｸ ﾖｼﾔ ｶﾜｼﾏ ｻﾄﾙ

白山CC 金沢セントラルCC 山代GC GCﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ

13 9:06 10H 奥村　憲剛※ 97 谷口　時広 97 浅井　清志 98 中森　寛典 102
ｵｸﾑﾗ ｹﾝｺﾞ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｷﾋﾛ ｱｻｲ ｷﾖｼ ﾅｶﾓﾘ ﾋﾛﾉﾘ

IGA GCﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 金沢CC 白山CC


