
開催日 : 平成２６年７月２９日（火）
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江端  正己 新井  辰鐘 大参  幹雄 大羽  伸治 奥野  誠吾 木林  亮博 三重野  泰輔 竹原  憲吾
広幡 グランシエロ 名古屋港 森林公園 名古屋港 森林公園 アリジ 広幡

原  光男 永井  克己 杉田  和宣 峪口  幸 道端　謙之 河合  隆介 原  重樹 森  秀人
グランシエロ 広幡 アリジ 名古屋港 小松 広幡 正眼寺 グランシエロ

余語  敏治 澤田  隆 鈴木  健二 森瀬  達也 中村  正人 石川  浩司 小島  朋広 川村　一政
森林公園 名古屋港 広幡 正眼寺 森林公園 グランシエロ 広幡 亀山

柴田  雅好 弓井  盛康 西口  道明 水野  憲治 藤  浩一 内田  康彦
名古屋港 広幡 森林公園 正眼寺 広幡 名古屋港

笠井　崇嗣 小澤  晋一郎 早津  佳則 大岩  正和 山口  裕之 大場  俊介 大澤  順次 新古　博之
小松 広幡 正眼寺 名古屋港 グランシエロ 森林公園 広幡 小松

伊藤  明 横井  裕二 佐藤  文昭 小川　竹男 竹内  祐彦 森重  イヴァン 鵜飼  直樹 後藤  篤
広幡 名古屋港 グランシエロ 亀山 広幡 正眼寺 森林公園 名古屋港

7:42 7:42

酒井  進 堀部  隆生 森  俊博 西田  寛人 鈴木　修司 平松  正寛 平原  正満 小沢  孝貴
正眼寺 森林公園 広幡 アリジ 定光寺 名古屋港 正眼寺 広幡

大沢  誠司 井之上  貴俊 山下  卓 原田  英明 志水  重哉 三岳  彰一郎 神谷  悠朗 藤村  吉紀
名古屋港 グランシエロ 広幡 森林公園 広幡 森林公園 名古屋港 グランシエロ

田中  鋭郎 栗山  広尚 佐藤  剛一 山本  昭吉 石川  典久 廣畑  明 古賀  勲 萩原  政勝
森林公園 正眼寺 名古屋港 広幡 名古屋港 グランシエロ 広幡 正眼寺

前田  晃 中村  憲司 金村  正春 大沢  光伴 阿部  穣 加曽利　訓 遠藤  彰一 中川  宏明
グランシエロ 森林公園 名古屋港 広幡 森林公園 小松 名古屋港 広幡

大島  秀樹 穴井  元紀 谷本  修二 野中  義彦 堀江  典央 近藤  稔 加藤  大介 来山  健一
名古屋港 定光寺 広幡 正眼寺 正眼寺 広幡 森林公園 名古屋港

鈴木  孝明 金本  湧謙 内藤  良司 小本  誠二 小池  悦也 山中　清司 太田  大士 西川  清数
グランシエロ 名古屋港 森林公園 広幡 広幡 亀山 名古屋港 森林公園

8:31 8:31

坂井  清 髙橋  政孝 城  伸起 中村  奉治 樋口  賢治 村上  幸成 安川  龍也
広幡 正眼寺 名古屋港 名古屋港 グランシエロ 森林公園 広幡

榊原  吉規 増野  逸実 阪野  智久 大波加  雅樹 三尾  秀也 江渡  竜一 清本  宗久 林  一彦
広幡 森林公園 名古屋港 小杉 森林公園 広幡 グランシエロ 正眼寺

児島  宏治 坂井  隆義 長嶋  篤 松田　良博
正眼寺 グランシエロ 広幡 小松

マハリ  アブラハム 井上  晴雅 尾子  高史 前田  知次 鈴木  暢子 内原  真紀子 佐々  みどり 熊谷  昌枝
森林公園 名古屋港 グランシエロ 広幡 名古屋港 広幡 正眼寺 小杉

洞口  真次 小山  正行 加藤  祐滋 小澄  敏也 16 長縄  美穂 加藤  あけ美 黒澤  美保子 鎌田  真奈美
正眼寺 名古屋港 広幡 森林公園 広幡 アリジ グランシエロ 名古屋港

中村  昌嗣 水谷  友彦 今吉　寿三郎 田中  賢吾 17 松葉  隆子 二村  知詠子 末  江里子 垂見  冨士枝
名古屋港 広幡 定光寺 グランシエロ グランシエロ 名古屋港 森林公園 正眼寺

9:20 9:20

近藤　顕一 湯沢  秀和 坂本  隆 藤井　広文 岩崎  未果 田中  千夏 宮西  裕子
亀山 小杉 名古屋港 シード・正眼寺 森林公園 グランシエロ 名古屋港

小嵐  徹 中嶌　克佳 田中  一彦 長田  和正 嘉田  チカ 松久  悦子 早田  佳世子 太田  明美
広幡 シード・森林公園 正眼寺 アリジ 名古屋港 シード・正眼寺 広幡 グランシエロ

蓮沼　謙一 平沼  宏康 横山　浩康 西田  隆志 守谷  みのり 栗原  悦子 谷川  麻実子 足立  未歩
小松 名古屋港 シード・グランシエロ 広幡 正眼寺 グランシエロ シード・名古屋港 アリジ

山中　敏靖 松岡  直樹 若原  志信 加藤　敏治 吉川  美香 中川  麻美子 鈴木  智子 川澄  麻穂
シード・小杉 正眼寺 森林公園 定光寺 シード・グランシエロ 名古屋港 広幡 森林公園

松山  阜司 的場  信一 林  義博 羽吉  正勝 森井  恵子 石原  慶子 松本  美保 藤井　はづき
森林公園 グランシエロ 広幡 名古屋港 小杉 名古屋港 グランシエロ シード・正眼寺

渡辺  正孝 田島  浩史 関　淳悟 片岡  茂樹 後藤  奈美 山田  真美 山岸  美喜 小巻  美幸
正眼寺 広幡 亀山 グランシエロ 名古屋港 グランシエロ 森林公園 広幡

澤村  圭二 松本  英司 大村  則雄 河合  聡一郎 林　さち子 加藤  有子 小林  佐織 池戸  いずみ
アリジ 広幡 名古屋港 森林公園 広幡 森林公園 名古屋港 グランシエロ

◇スタート時間の40分前には受付を済ませ、10分前には所定の位置(スターティングホール)に待機して下さい。

STARTER'S  TIME

◇病気その他の理由で参加を取りやめる場合は、必ず事前に開催コースにご連絡下さい。℡0567-68-6651

◇欠席者があった場合は、組合せ及びスタート時間を変更することがあります。

24 10:02 23 10:02

25 10:09 24 10:09

22 9:48 21 9:48

23 9:55 22 9:55

20 9:34 19 9:34

21 9:41 20 9:41

18 9:13 9:13

STARTER'S  TIME STARTER'S  TIME

19 9:27 18 9:27

16 8:59 15 8:59

17 9:06 9:06

14 8:45 14 8:45

15 8:52 8:52

STARTER'S  TIME STARTER'S  TIME

13 8:38 13 8:38

11 8:17 11 8:17

12 8:24 12 8:24

9 8:03 9 8:03

10 8:10 10 8:10

7 7:49 7 7:49

8 7:56 8 7:56

6 7:35 6 7:35

STARTER'S  TIME STARTER'S  TIME

4 7:21 4 7:21

5 7:28 5 7:28

2 7:07 2 7:07

3 7:14 3 7:14

組
スタート
時    間 組

スタート
時    間

1 7:00 1 7:00

平成２６年度

第８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 スタート組合わせ表

名古屋港ゴルフ倶楽部（富浜コース）

OUT  （No.1 Tee） IN  （No.10 Tee)


