
伊奈諒哉 愛知工業大③ 大関幹 福井工業大④ 築地京佳 中部学院大④ 吉田廉 中部学院大④

伴俊希 中部学院大③ 村瀬豪晟 中部学院大③ 山本真生 愛知大③ 宇佐美貴之 中京大③

田原龍 愛知学院大③ 村瀬颯太 愛知学院大② 槇平仁美 愛知学院大① 金原慶宗 南山大②

宮橋祐匠 愛知工業大① 寺本遥奈 中部学院大① 金川雄斗 愛知学院大①

武田純輝 南山大③ 花井優希 愛知学院大④ 菊池祐菜 愛知学院大④ 門田健太郎 中部学院大④

竹野入光希 中部学院大② 大川宙 中部学院大③ 水浪志保 日本福祉大② 丸山颯太 福井工業大③

石崎隼人 愛知学院大① 花井了 愛知工業大② 河野友愛 愛知大① 小田光希 南山大②

梅田恭生 福井工業大① 伊佐治瑚乃 中部学院大① 西岡誠矢 愛知学院大①

遊佐将大 愛知学院大④ 成田風里 愛知学院大④ 酒井里奈 愛知大④ 柳力斗 愛知学院大④

今尾陽介 中部学院大③ 光部集 愛知工業大③ 小出美雨 中京大② 福原大輔 中京大③

川辺笙太 中京大③ 木下晶喜 中京大② 生駒莉彩 中部学院大① 成田風生 中部学院大②

足立一樹 愛知工業大② 堀田雅風 中部学院大① 富愛琳 四日市大① 吉川巧真 愛知大②

横井優星 福井工業大④ 芦田諒太 日本福祉大④ 松本真帆 名古屋商科大④ 熊澤駿 愛知学院大④

糟谷侑真 愛知学院大③ 林大貴 愛知工業大③ 酒井優菜 中京大② 杁山大樹 南山大③

一江優希 愛知大② 堀尾空生 中京大② 木下遥 愛知大① 小玉友稀 愛知学院大①

笠原瑛 中部学院大① 浅賀勇人 愛知学院大① 荒川怜郁 中部学院大① 菱田健斗 中京大①

岡田聖真 南山大④ 中村成秀 中京大④ 安藤あい子 愛知大③ 村木祐太 南山大③

宇佐見涼 中京大② 清水康宏 愛知学院大③ 延城優花 中京大② 加藤竜輔 愛知学院大②

安東秀太 愛知学院大② 内田翔太 愛知大③ 槇平捺美 愛知学院大① 防村悠斗 愛知工業大①

長谷川貴優 中部学院大① 荒武円晴 中部学院大① 浅野水咲 中部学院大① 建守千都 福井工業大①

藤田尚人 中部学院大④ 稲熊隆哉 四日市大③ 川口莉歩 愛知学院大③ 花山翔太 中京大④

加藤直崇 中京大③ 斉藤匠 福井工業大③ 池田萌華 四日市大② 西岡晃希 愛知工業大③

兼松晃良 愛知大② 山田翔央 愛知学院大② 熊崎梨沙 中部学院大① 三浦雅義 中部学院大②

村松陸斗 愛知学院大① 岩崎裕人 中京大① 鵜飼麻央 名古屋学芸大① 山田大介 愛知学院大①

小田保工登 中京大④ 安達友亮 愛知工業大④ 今泉友佑 愛知学院大④ 若山真之 愛知工業大④

本林伸之介 愛知学院大③ 長谷川文弥 名古屋商科大④ 福山功太 福井工業大③ 石原千嘉史 中部学院大②

山崎雅史 名城大② 竹下海人 福井工業大③ 阪口亮太 中部学院大② 周防優太郎 愛知学院大①

橋本拓真 中部学院大① 青木壱成 愛知学院大② 黒田智之 中京大① 伊与翼 福井工業大①

棚橋舜 中部学院大④ 本田剛康 愛知学院大④

平野雄也 愛知学院大③ 加藤陽輝 中部学院大④

磯村佳生 名城大③ 荒木義和 福井工業大②

東出大雅 中京大① 長岡航平 中京大①

競技委員長　伴俊希（中部学院大学）
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令和2年　4月3日

4月定例会 場所：名古屋広幡ゴルフコース
OUT ＩＮ

15 9:08

8 8:19

13 8:54

6 8:05 14 9:01








