
東海地区秋季オープン三重大会エントリーリスト 2019.10.25
男子 ＯＶ６０

1 23077 安江 隆之 24600 森ノ木 収 三重

2 22118 三宅 康文 22214 日置 弘幸 三重

3 21899 黒石 謙治 22201 渡邊 忠夫 京都

4 24002 米山 徹 24143 糸賀 祐司 鳥取

5 21228 中村 育男 22081 皆越 司 愛知

男子 ＯＶ６５
1 23520 山﨑 和久 23519 中西 健司 三重

2 18146 斉木 隆信 20619 松浦 比朗志 三重

3 20397 西村 洋一 22606 鵜飼 典昭 三重

4 23668 安達 博文 25311 寺田 茂 三重

5 22899 伴 茂夫 20969 根生 雅之 岐阜

6 24183 後藤 義明 22799 森川 和利 三重

7 25143 伊東 仁 25153 南 栄治 三重

8 25216 山田 日出世 24971 藤永 茂 三重

9 19578 森嶋 和男 20876 井野 寛紀 三重・岐阜

10 17371 河邉 一雄 17198 木村 清 京都

11 21796 石河 健司 24294 古市 義秀 三重

12 17396 市川 正美 19565 川井 康司 岐阜

男子 ＯＶ７０
1 18834 伊藤 征義 15945 柴田 正和 三重

2 22270 伊藤 保則 22119 立川 詩朗 三重

3 15064 渡辺 俊裕 25116 松本 孝 三重

4 16069 清水 峯夫 23779 若林 俊之 三重

5 17907 市川 敏雄 20519 樋口 雅夫 三重

6 16398 石橋 良彦 22271 中川 育夫 三重

7 15981 世古 好文 17142 西村 功 三重

男子 ＯＶ７５
1 11516 水谷 忠勝 24715 松崎 邦忠 三重

2 13047 内田 敏雄 17419 中谷 武男 三重

3 15531 塩田 英夫 10470 角田 通泰 三重

4 6639 杉戸 十市 22607 松森 勝美 岐阜

男子 ＯＶ８０
1 11366 中村 軍志 14256 真鈴川 睴明 三重

2 5336 岡田 進 1286 小畑 寿男 三重

3 14830 今村 武司 5694 伊藤 滋樹 三重

4 2889 西村 賢治 5337 川原 次男 三重

5 1267 正木 司朗 1268 宮田 敏雄 愛知

女子 ＯＶ５５
1 17654 因幡 啓子 23642 和田 ひとみ 愛知

2 19045 中尾 和代 23369 鎌田 真波 三重

3 21518 中村 浩子 22320 落合 和加 三重

4 21502 瀧村 尚子 20603 中川 貴子 三重

5 20292 吉田 京子 23099 山上 晃子 三重

女子 ＯＶ６０
1 20567 森下 みさほ 23604 北本 尚子 三重

2 9746 井上 幸子 16908 杉本 久美子 三重

3 19535 近藤 優子 22364 黒石 智子 京都

4 12816 久保田 久美子 23781 石田 万里子 三重

5 23603 平野 照美 16549 蛭川 芳江 三重

6 22546 神田 英予 15515 鈴木 ゆかり 三重

女子 ＯＶ６５
1 15634 小林 浩子 10622 加藤 典子 三重

2 10100 清水 幸子 14811 完山 ひろみ 愛知

3 5258 世古 加代 12491 水谷 小夜子 三重

4 14732 佐野 梢 22887 林 美子 京都

5 12173 木村 喜美子 22202 渡邊 宣子 京都

6 2805 稲葉 富士子 22960 内山 幸子 三重

7 13622 木俣 順子 21293 相浦 美恵子 三重

女子 ＯＶ７０
1 3596 天本 久枝 15080 土井 美恵子 京都

2 4565 小林 静代 17143 西村 敬子 三重

3 16186 三輪 由紀子 6660 伊藤 泰子 三重・愛知

4 15215 三宅 美智子 4897 阪下 厚子 静岡

5 4876 川村 信子 7499 松並 美代子 愛知・岐阜

6 6390 名和 春美 4165 西沢 好子 岐阜
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