
平成25年7月30日（火）

（２日目スタート時間について）

初日は悪天候によりサスペンデッドとなりました。従って、２日目のスタート時間、並びに組合せについては下記の通りと致します。

Ⅰ：初日１８ホールのプレーを終えた選手は下記組合せ表の通り、２日目は７時００分から７分⇒８分おきに順次スタート。

組 24組　79名 組 24組　78名
ハサタニ ハチロウ マスノ イツミ コモト セイジ ナカガワ ヒロアキ タケヤマ カズヒコ タカハシ マサタカ ミキケンイチロウ

架谷 八郎 増野 逸実 小本 誠二 中川 宏明 竹山 和彦 髙橋 政孝 三木健一郎
小　松 森林公園 広　幡 広　幡 アリジ 正眼寺 広　幡

クリヤマ ヒロナオ ハギワラ マサカツ ヤマウチ シュウジ アオキ セイジ

栗山 広尚 萩原 政勝 山内 修二 青木 清治
広　幡 正眼寺 森林公園 グランシエロ

タチ   ノブオキ アサノ ナオト オオノ ミキオ カナモリ ケンジ クロサワ ヒロカズ ニシ   ヒロノブ カタオカ ヒロシ

城   伸起 浅野 直人 大野 幹雄 0 金森 賢治 黒澤 宏一 西   浩伸 片岡 裕史
名古屋港 グランシエロ 正眼寺 0 正眼寺 亀山ＧＣ グランシエロ グランシエロ

カネハラ ヨシタカ スズキ　ノリユキ カスヤ フミシゲ スエ ジュンイチロウ アラキ マサミツ キザワ ケンイチ

金原 好隆 鈴木 律行 糟谷 文重 末 純一郎 荒木 正光 木澤 賢一
正眼寺 名古屋港 定光寺 森林公園 名古屋港 小　松

サカモト マサミ ナガサカ ヒデヒロ カワグチ コウイチ ミツヤノリヤス ハマカワ　マサト オオバ シュンスケ アベ   ユタカ

坂本 雅実 長坂 英弘 川口 晃一 三ツ矢賀保 浜川 正人 大場 俊介 阿部   穣
正眼寺 グランシエロ 亀　山 広　幡 名古屋港 森林公園 正眼寺

ヒラキ　シゲミツ イナモリ コウイチ イノウエ ヨシヒデ タナカ カズヒコ オガワ マサノブ オオハラコウジロウ ヒラヤマ シンゴ

平木 茂満 稲盛 浩一 井上 佳英 田中 一彦 小川 正信 大原功治郎 平山 真吾
名古屋港 森林公園 アリジ 正眼寺 正眼寺 名古屋港 グランシエロ

キンバラセイジロウ アイバ マサヒロ ミズノ ケンジ オオバヤシ　カズミ

金原誠治朗 相羽 鉦弘 水野 憲治 大林 一巳
森林公園 広　幡 正眼寺 名古屋港

ホラグチ シンジ ヨシダ　ノブヒロ オガワ  キヨシ ホリエ　ノリヒサ ウカイ タカミツ タケムラ マサト アオキ ケンジ

洞口 真次 吉田 臣寛 小川  浄 堀江 典央 鵜飼 孝光 竹村 政人 青木 謙侍
正眼寺 名古屋港 グランシエロ 名古屋港 森林公園 アリジ 広　幡

チェ   ヨンジン タケオ   ケン ヤマナカ トシヤス

崔   永珍 竹尾   賢 山中 敏靖
名古屋港 広　幡 小　杉

カミヤ リョウスケ マハリ・アブラハム サトウ ヒデオミ コジマ　コウジ ワタナベ キヨシ ハヤシ   タカヒコ マツバラ アキヒロ イノウエ　ハルマサ

神谷 亮輔 マハリ・アブラハム 佐藤 栄臣 児島 宏治 渡邊 聖真 林   孝彦 松原 昭洋 井上 晴雅
広　幡 森林公園 グランシエロ 名古屋港 森林公園 広　幡 グランシエロ 名古屋港

カワイソウイチロウ カトウ　シンジ マエダ トモツグ オオタ ヒロシ モリ   トシヒロ コンドウ　トシムネ カナモリ   ヒロム

河合聡一郎 加藤 慎治 前田 知次 太田 大士 森   俊博 近藤 歳宗 金森   拡
森林公園 名古屋港 広　幡 グランシエロ 広　幡 名古屋港 正眼寺

アサイ　サトル ウエノ コウゾウ スズキ ケンジ

浅井　覚 上野 幸三 鈴木 健二
正眼寺 定光寺 広　幡

ニシオ タツオ カナイヒサヨシ ワタナベ マサタカ オジ タカシ オガワ タケオ コガ   イサオ イソワ　ノリオ ムラカミ ユキナリ

西尾 辰男 金井ひさよし 渡辺 正孝 尾子 高史 小川 竹男 古賀   勲 磯輪 昇男 村上 幸成
森林公園 アリジ 正眼寺 グランシエロ 亀山ＧＣ 広　幡 名古屋港 森林公園

ハヨシ　マサカツ ヨコヤマ ヒロヤス イトウ   タカシ ヤジマクニヒコ マツヤマ アツシ カタオカ シゲキ カサハラ ヨシナリ

羽吉 正勝 横山 浩康 伊藤   孝 矢島久仁彦 松山 阜司 片岡 茂樹 笠原 義也
名古屋港 グランシエロ 森林公園 広　幡 森林公園 グランシエロ 広　幡

ハラダ ヒデアキ カミヤ   シゲル カトウ   ヒロシ マツモト エイジ タニガワマミコ カワスミ マホ スギシタ エツコ モリイ ケイコ

原田 英明 神谷   茂 加藤   浩 松本 英司 谷川麻実子 川澄 麻穂 杉下 悦子 森井 恵子
シード･森林公園 名古屋港 正眼寺 広　幡 名古屋港 森林公園 正眼寺 小　杉

ナカシマ カツヨシ コヤマ マサユキ ナイトウ　マコト ヨネヤマ ヒロユキ ムラセ トシコ イケダ　ミキコ キタガワ キョウコ

中嶌 克佳 小山 正行 内藤 真如 米山 博幸 村瀬 敏子 池田 幹子 北川 京子
森林公園 シード・名古屋港 名古屋港 小　杉 広　幡 名古屋港 グランシエロ

ナイトウ リョウジ タジマ ヒロシ サカイ　ススム コンノ　ショウゴ ツカモト エツコ フルカワ アケミ モギ　ミサト ハヤシ サチコ

内藤 良司 田島 浩史 酒井　進 今野 正吾 塚本 悦子 古川 明美 茂木 美里 林 さち子
シード･森林公園 広　幡 正眼寺 名古屋港 小　杉 グランシエロ 名古屋港 森林公園

ハスヌマ ケンイチ ニカワ　トシオ カギヤ　シュウイチ セキネ タカシ ヤトウ ユミエ マツヒサ エツコ サカモト メグミ ハセガワアツコ

蓮沼 謙一 仁川　稔朗 鍵谷 秀一 関根 隆司 矢頭 弓恵 松久 悦子 坂元 恵美 長谷川敦子
小　杉 シード・正眼寺 名古屋港 森林公園 広　幡 正眼寺 グランシエロ 名古屋港

ミヤザキ ヨウヘイ キヨシモト ムネヒサ フチガミ ミツハル ナカニシ コウジ フジイハヅキ ヤマギシ ミキ クリハラ エツコ

宮崎 洋平 清本 宗久 渕上 光春 中西 康治 藤井はづき 山岸 美喜 栗原 悦子
シード･森林公園 グランシエロ 森林公園 広　幡 正眼寺 森林公園 グランシエロ

キンバラ   マン ナガサカ ミチノリ ヒラハラ マサミツ ヨシカワ ミカ オガワカヨコ スエ エリコ ナカズミナミコ

金原   萬 長坂 道憲 平原 正満 吉川 美香 小川かよ子 末 江里子 中澄奈美子
名古屋港 森林公園 正眼寺 シード・グランシエロ 名古屋港 森林公園 正眼寺

タカハシ   ユタカ ニイミ モリミツ サトウ　コウイチ カン   ムネヒロ ゴトウ　ナミ キクカワユミコ スズキサヨコ イワサキ ミカ

髙橋   豊 新見 盛光 佐藤 剛一 姜   宗浩 後藤 奈美 菊川由美子 鈴木佐代子 岩崎 未果
広　幡 亀　山 名古屋港 グランシエロ 名古屋港 シード・アリジ 正眼寺 森林公園

タルミフジエ クシダ　ヨシコ オオタ アケミ

垂見冨士枝 櫛田 良子 太田 明美
シード・正眼寺 名古屋港 グランシエロ

ナガイ カツミ フジイ ヒロフミ ハヤシ   ヨシヒロ コスミ トシヤ カタ　チカ マツバ タカコ ミネタ ノリコ ウチハラマキコ

永井 克己 藤井 広文 林   義博 小澄 敏也 嘉田 チカ 松葉 隆子 峯田 徳子 内原真紀子
広　幡 正眼寺 広　幡 森林公園 名古屋港 シード・グランシエロ グランシエロ 広　幡

シュリ　ジロウ ノバタ   タダシ タニモト シュウジ イマニシ ヒロユキ ハマダ ムツコ タジマ　カズミ サカイ ミキ イダ チホ

首里 次郎 野畑   正 谷本 修二 今西 弘幸 濵田 睦子 田島 和美 酒井 美喜 井田 千帆
名古屋港 アリジ 広　幡 グランシエロ 広　幡 名古屋港 正眼寺 森林公園

　　　　　　　　　　平成25年度
第7回中部日本パブリックミッドアマチュアゴルフ選手権競技・地区決勝

２日目組合せ並びにスタート表

Ⅱ：その他の選手は初日にプレーを中断した場所から２日目は７時００分に一斉スタート。６時３０分までにスタート室前に集合し競技委員の指示に従って下さい。
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