
組 時間 組 時間

7：49 7：49

8：45 8：45

9：41 9：41

備　考

名古屋港 正眼寺

１．欠場者のあった場合は、組み合わせおよびスタート時刻を変更することがある。（時間に余裕をもってご来場ください。）

２．病気、事故等のため参加を取り止める場合は、必ず大会事務局（アリジカントリークラブ花垣コース内：0595-39-1008）へ連絡すること。

福田　孔子 三尾　秀也 大橋　信明 信田　風樹
名古屋港 WF森林公園 名古屋広幡 グランシエロ アリジ WF森林公園

名古屋港 名古屋広幡

24 10：02 坂本　義彦 大橋　聖司 黒川　栄也 清本　宗浩 24 10：02

竹内　玲雄 丸山　颯太 鈴木　大治 杉浦　茂樹
名古屋広幡 名古屋港 グランシエロ 正眼寺 グランシエロ 小杉

名古屋広幡 亀山

23 9：55 茶谷　考輝 坂本　隆 伊藤　刻矢 三島　泰哉 23 9：55

新海　実晃 後藤　康之 寺嶋　慶介 新田　雄史
アリジ 名古屋広幡 名古屋港 WF森林公園 WF森林公園 名古屋港

STARTER'S  TIME STARTER'S  TIME

22 9：48 菅原　健 丹羽　正樹 梅村　雅彦 中村　憲司 22 9：48

21 9：34 田中　悠太 林　義博 澤木　聡仁 諸戸　隆典
小松 名古屋広幡 名古屋港 WF森林公園

21 9：34 渡邊　聖真 西川　良太 榊原　吉規 金本　湧謙
WF森林公園 小杉 名古屋広幡 名古屋港

20 9：27 竹内　優騎 渡辺　正孝 島崎　辰也 松田　涼伽
グランシエロ 正眼寺 名古屋広幡 名古屋港

20 9：27 糟谷　文重 酒井　進 櫻井　隆輔 山本　浩詳
定光寺 正眼寺 名古屋港 名古屋広幡

19 9：20 田中　伸乃輔 福岡　康文 岡崎　錬 八太　大和
名古屋広幡 小杉 シード　正眼寺 グランシエロ

19 9：20 織田　信亮 上田　敦士 吉田　拓海 辻　圭一郎
シード　小杉 名古屋港 アリジ 小松

18 9：13 尾関　奨乃 三浦　宗樹 中山　絹也 豊山　良
正眼寺 名古屋広幡 名古屋港 アリジ

18 9：13 伊藤　遼哉 木村　太一 山内　一輝 小木曽　喬
亀山 WF森林公園 正眼寺 シード　名古屋広幡

17 9：06 近藤　昇 青山　晃大 鈴木　孝明 伊藤　正達
WF森林公園 名古屋港 亀山 名古屋広幡

17 9：06 山中　敏靖 太田　大士 石川　和男 藤村　吉紀
小杉 名古屋港 名古屋広幡 グランシエロ

16 8：59 志水　重哉 岡留　正夫 伊与　翼 服部　雅也
名古屋広幡 WF森林公園 小松 名古屋港

16 8：59 川田　翔大 二宮　敬史 城　伸起 新井　隆一
小松 名古屋広幡 名古屋港 WF森林公園

WF森林公園 アリジ 名古屋港 名古屋広幡 名古屋港 名古屋広幡
15 8：52 江渡　竜一 山碕　久仁英 安達　大空 青木　清治

正眼寺 グランシエロ

WF森林公園 アリジ

STARTER'S  TIME STARTER'S  TIME

15 8：52 横井　優星 杉浦　悠太 阪野　智久 田島　浩史

黒澤　正之 高川　博行 蓑津　智行 植田　晃大
名古屋広幡 正眼寺 名古屋港 アリジ グランシエロ 名古屋港

名古屋港 WF森林公園

14 8：38 小嵐　徹 田中　章 金子　昊正 下家　秀琉 14 8：38

須藤　大和 樽井　友哉 寺澤　卓司 マハリ･アブラハム
亀山 名古屋港 グランシエロ WF森林公園 名古屋広幡 アリジ

正眼寺 名古屋広幡

13 8：31 関　淳悟 湯原　光 田中　浩二 岡　伸樹 13 8：31

今吉　寿三郎 木村　雄一 金森　拡 佐藤　昌夫
小杉 正眼寺 名古屋広幡 名古屋港 定光寺 名古屋港

名古屋広幡 名古屋港

12 8：24 前川　建治 藤田　尚人 本田　剛康 平松　正寛 12 8：24

山口　鉄平 川上　玄摩 井村　公一 関戸　雅喜
アリジ 名古屋港 正眼寺 WF森林公園 アリジ グランシエロ

名古屋港 WF森林公園

11 8：17 福森　久之 奥野　誠吾 田中　一彦 西口　道明 11 8：17

村田　裕 道端　謙之 柵木　智洋 伊藤　紘一
正眼寺 グランシエロ 名古屋港 名古屋広幡 名古屋広幡 小松

正眼寺 グランシエロ

10 8：10 兼松　利幸 加藤　祐滋 岡田　政弘 長嶋　篤 10 8：10

丹羽　誠 矢野　達也 河内　昭博 寺田　麗紅斗
名古屋港 名古屋広幡 WF森林公園 グランシエロ WF森林公園 名古屋港

グランシエロ 亀山

9 8：03 近藤　歳宗 小本　誠二 松山　阜司 加藤　遼也 9 8：03

鈴木　優太 棚橋　舜 上村　大河 水野　祐希
WF森林公園 アリジ 名古屋港 名古屋広幡 名古屋港 正眼寺

STARTER'S  TIME STARTER'S  TIME

8 7：56 村上　幸成 廣畑　明 永森　栄一 鈴木　伸昭 8 7：56

7 7：42 高木　洸ニ 穴井　元紀 松永　朋和 三浦　吉
名古屋広幡 定光寺 名古屋港 正眼寺

7 7：42 尾子　高史 北國　譲斗志 近藤　稔 斎藤　貞雄
グランシエロ 小杉 名古屋広幡 名古屋港

6 7：35 冨岡　宇翔 藤田　輝人 柴田　雅好 清田　雄大
小杉 正眼寺 名古屋港 名古屋広幡

6 7：35 河田　朗寛 髙橋　豊 村崎　朗 野田　悠太
名古屋港 名古屋広幡 グランシエロ 小松

5 7：28 近藤　徳久 下家　秀翔 宮園　正則 岩永 直幸
グランシエロ アリジ 名古屋広幡 名古屋港

5 7：28 鈴木　一馬 本間　孝司 大原　功治郎 小澄　敏也
正眼寺 亀山 名古屋港 WF森林公園

4 7：21 伊藤　晴夫 毛利　僚佑 片岡　茂樹 作田　大地
名古屋港 名古屋広幡 グランシエロ 小松

4 7：21 中村　鎌大 黒須　浩仁 栗山　広尚 間瀬　俊晴
アリジ WF森林公園 正眼寺 名古屋港

3 7：14 新見　盛光 細川　淳治 安陵　英一 野中　義彦
亀山 名古屋港 WF森林公園 正眼寺

3 7：14 足立　重樹 北添　海翔 早川　和雄 岸　昭
名古屋広幡 アリジ 名古屋港 正眼寺

2 7：07 浅野　伊和夫 森田　匠海 八木　敏和 北川　敏彦
正眼寺 小杉 名古屋広幡 名古屋港

2 7：07 樋口　泰行 田中　翔 大岩　俊英 松本　宗矢
グランシエロ 亀山 名古屋広幡 名古屋港

1 7：00 嶋谷　拓真 守屋　幸浩 渥美　直也 川端　康孝
アリジ グランシエロ 名古屋港 WF森林公園

1 7：00 舘　真一 伊藤　道弘 清田　巧 清本　宗久
名古屋港 名古屋広幡 正眼寺 グランシエロ

OUT（No.1　Tee） 24組 96名 I　N（No.10　Tee） 24組 96名

平成27年度
第35回中部日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スタート組合わせ表

開催日： 平成27年5月20日 (水)


