
.

ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名

時間 所属 所属 所属 所属 時間 所属 所属 所属 所属

ｱｻﾀﾞ　ｼﾉﾌﾞ ﾔﾏｼﾀ　ｷｮｳﾍｲ ｱﾘｶﾜﾘｭｳｼﾞ ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾂﾖｼ ﾔｼﾏ　ｷﾖﾔｽ ﾅｶﾑﾗﾏｻｵﾐ ﾌｶｶﾞﾜ　ｱｷﾋﾄ ｾﾗﾀﾞ　ｺｳﾍｲ

朝田 忍 山下 恭平 有川 竜次 藤原 毅 八島 清泰 中村 正臣 深川 昭人 世良田 紘平
ｱｵﾉＧＣ 武庫ﾉ台ＧＣ 前橋ｺﾞﾙﾌ場 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟＧＣ 紫あやめ３６ よみうりｳｴｽﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

ﾅｶｼﾏ　ｶｽﾞﾋﾛ ﾔﾏﾀﾞｼｭｳｼﾞ ﾔｷﾞﾇﾏﾋﾄｼ ﾅｶﾑﾗ　ﾐﾂﾋﾛ ｶｼﾞﾀﾆ　ﾐﾂﾋﾛ ｽｽﾞｷﾕｳﾀ ﾀｶﾊﾗ　ﾀｸﾔ ｺﾀﾞﾏﾏｻｼ

中島 和博 山田 宗志 八木沼 仁 中村 光浩 梶谷 光弘 鈴木 優太 高原 拓也 小玉 雅
姫路ｼｰｻｲﾄﾞＧＣ 紫あやめ３６ 下館ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ｱｵﾉＧＣ 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 名古屋港 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 朝霞

ｿﾃﾞﾔﾏﾃﾂﾛｳ ﾁｶｻﾞﾜ　ｵｻﾑ ｾｲ　ﾖｼﾅﾘ ﾊﾔｼｺｳｲﾁ ﾊﾗﾀﾞﾑﾈｶｽﾞ ﾏｴﾀﾞ　ｹﾝｽｹ ｲﾘｴｹﾝﾀﾛｳ ﾏｴｶﾜ　ﾂﾄﾑ

袖山 哲朗 近澤 修 清 良成 林 光一 原田 宗和 前田 賢祐 入江 健太郎 前川 努
新君津 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 八千代 新君津 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 武庫ﾉ台ＧＣ 紫あやめ３６ 京阪ＧＣ

ﾎﾘｳﾁｺｳﾍｲ ﾊﾔｼ　ﾉﾌﾞﾕｷ ｷｸﾁﾏﾅﾌﾞ ｸﾛﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾋﾄ ﾅｶﾞｼﾏｱﾂｼ ｶﾅｵｶｺｳｼﾞ ｳｴﾀﾞ　ﾄｵﾙ ﾅｶﾞｼﾏﾖｳｽｹ

堀内 浩平 林 伸行 菊地 学 黒田 信人 長嶋 篤 金岡 孝治 植田 透 長島 洋介
ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 富士ｸﾞﾘｰﾝ 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 名古屋広幡 昭和の森 武庫ﾉ台ＧＣ ﾑｰﾝ鶴舞

ﾊｷﾞﾔﾀｸﾐ ｳｴﾉ　ﾋﾃﾞｷ ﾐｽﾞﾉﾏｻｵ ﾏｷ　ﾐﾂﾄｼ ｼﾊﾞﾀ　ｺｳｼﾞ ｷﾐｼﾏﾊﾔﾄ ﾖｼﾀﾞｿｳｲﾁﾛｳ ｱﾗｲ　ﾏｻﾌﾐ

萩谷 巧 上野 英樹 水野 正雄 牧 慎稔 芝田 康司 君島 勇人 吉田 壮一郎 新井 将文
那須野ヶ原 ｱｵﾉＧＣ 昭和の森 ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうりｳｴｽﾄ 那須野ヶ原 昭和の森 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰＧＣ

ｺｱﾗｼﾄｵﾙ ﾐﾔｳﾁ　ｹﾝ ｽｽﾞｷﾀｲｼﾞﾛｳ ﾀｶﾊｷﾞｼｹﾞﾙ ﾅｶﾄﾄﾓｵﾐ ﾌﾙｷ　ｶｽﾞｵ ｲﾅﾓﾘｺｳｲﾁ ｴﾋﾞﾊﾗﾋﾛｷ

小嵐 徹 宮内 謙 鈴木 泰二郎 高萩 茂 中跡 朝臣 古木 和夫 稲盛 浩一 海老原 弘樹
名古屋広幡 京阪ＧＣ 紫あやめ３６ 那須野ヶ原 富士ｸﾞﾘｰﾝ ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰＧＣ 名古屋広幡 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

7:56 7:56

ｻｶｲｽｽﾑ ｱｻﾄ　ﾋﾛｼﾞ ｽｷﾞｳﾗﾊｼﾞﾒ ﾀﾑﾗﾅｵｷ ﾅｶﾑﾗﾓﾄﾐ ﾔｽﾓﾘ　ﾀｶｼ ｻｻｷｱｷﾋﾛ ﾌｼﾞﾀ　ｼﾝ

酒井 進 安里 博治 杉浦 一 田村 直樹 中村 元三 安森 貴志 佐々木 明裕 藤田 伸
正眼寺 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 富士ｸﾞﾘｰﾝ 紫あやめ３６ 名古屋港 京阪ＧＣ 昭和の森 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟＧＣ

ｲﾅｻﾞﾜﾋﾛﾕｷ ﾊﾔｶﾜﾀｹｼ ｵｵﾔﾏ　ｶｽﾞﾋﾗ ﾊｼﾂﾞﾒｹﾝｼﾞ ｾﾞﾝ　ﾁﾝ ﾌｼﾞｲｸﾆｵ ｶﾜｲｿｳｲﾁﾛｳ ｷﾑﾗｶｽﾞﾉﾘ

稲沢 宏之 早川 毅 大山 一平 橋詰 健二 全 珍 藤井 邦生 河合 聡一郎 木村 和紀
那須野ヶ原 富士ｸﾞﾘｰﾝ ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰＧＣ 正眼寺 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟＧＣ 八千代 名古屋広幡 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

ｷﾑﾗﾐﾂﾙ ｶﾄｳﾕｳｼﾞ ﾐﾔﾉﾂｸﾞﾋﾃﾞ ｸﾛｻﾜﾏｻﾕｷ ｶｻﾊﾗﾖｼﾅﾘ ﾃﾞｨｰﾝﾛｼﾞｬｰｽ ｵｵﾊｼｹﾞﾝ ﾎﾘﾉﾌﾞﾖｼ

木村 充 加藤 祐滋 宮野 嗣英 黒澤 正之 笠原 義也 ディーン・ロジャース 大橋 元 堀 信義
大麻生 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 名古屋広幡 八千代 名古屋港 小松

ｲﾉｳｴ　ﾏｻﾋｺ ﾑﾗﾔﾏﾖｼﾋｺ ｱﾘﾏﾏｻﾋﾛ ﾏﾂﾔﾏｱﾂｼ ｸﾆﾁｶｶｽﾞﾋｻ ﾅｶﾞｴﾕｷｵ ﾐﾂｲ　ﾖｼｹｲ ﾌｼﾞﾓﾄｶｽﾞｵ

井上 正彦 村山 嘉彦 有馬 昌宏 松山 阜司 國近 和寿 長江 幸夫 三井 吉奎 藤本 和大
よみうりｳｴｽﾄ 朝霞 新君津 ＷＦ森林公園 紫あやめ３６ 昭和の森 よみうりｳｴｽﾄ 富士ｸﾞﾘｰﾝ

ｺｼﾞﾏﾓﾄｷ ｵﾉﾀﾂﾋｺ ｵﾉﾃﾞﾗﾄﾓｵ ｼｵﾀ ﾋﾄｼ ｴﾝﾄﾞｳｼﾝｲﾁ ﾎﾘｴﾔｽﾐ ｽｷﾞｳﾗｼｹﾞｷ ｵｵﾐｶﾋｻｼ

小島 朝樹 小野 竜彦 小野寺 智夫 塩田 一史 遠藤 伸一 堀江 靖見 杉浦 茂樹 大美賀ひさし
うぐいすの森水戸 ｼｰﾄﾞ･富士ｺﾞﾙﾌ 富士ｸﾞﾘｰﾝ ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈 ﾃﾞｲｽﾀｰGC 那須野ヶ原 名古屋広幡 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

ｱﾏｶﾜﾁｶﾗ ｵｵﾉﾖｼﾀｶ ｼﾝﾄﾞｳｼｮｳｼﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞｱｷﾉﾌﾞ ﾂﾉﾀﾞｺｳｲﾁ ｷﾇｶﾞｻﾖｳｼﾞ ｻｶﾓﾄｺｳｼﾞ ﾔｷﾞﾄｼｶｽﾞ

天川 主税 大野 佳隆 進藤 祥史 渡辺 顕展 角田 幸一 衣笠 洋司 坂本 光司 八木 敏和
ＪＧＭ宇都宮 正眼寺 ｼｰﾄﾞ･八千代 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 前橋ｺﾞﾙﾌ場 新君津 昭和の森 名古屋広幡

8:45 8:45

ﾔﾏﾅｶｷﾖｼ ﾐｳﾗﾏｻﾋﾛ ﾐｽﾞﾉ　ｼﾝｲﾁ ｶｽﾔﾌﾐｼｹﾞ ｵｶﾞﾜﾌﾞﾝﾍﾟｲ ﾀﾅｶﾋﾃﾞﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞﾏｻｼ ﾔﾏﾑﾗﾉﾘﾋﾄ

山中 清司 三浦 正博 水野 進一 糟谷 文重 小川 文平 田中 秀幸 渡邉 正史 山村 憲人
正眼寺 紫あやめ３６ よみうりｳｴｽﾄ 定光寺 ｼｰﾄﾞ･古河 ﾃﾞｲｽﾀｰGC 新玉村 名古屋港

ﾖｼｵｶｽｽﾑ ｶﾅｻﾞﾜﾃﾂｵ ﾊﾞﾝﾉﾄﾓﾋｻ ｴﾑﾗ　ﾋﾛﾂｸﾞ ｷｸｲﾐﾂﾉﾌﾞ ｺﾝﾄﾞｳﾄｼﾑﾈ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾐﾁﾉﾘ ﾅｶﾑﾗ　ﾘﾂﾛｳ

吉岡 進 金澤 哲夫 阪野 智久 江村 博次 菊井 光宣 近藤 歳宗 藤本 道徳 中村 律郎
昭和の森 ﾀﾞｲﾅｽﾃｨｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 名古屋港 瀬板の森北九州 ｱﾘｼﾞ 名古屋港 よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟＧＣ

ﾖｺﾔﾏﾋﾛﾔｽ ﾜｶﾅｼｹﾞﾙ ｱﾗﾀﾏｺｳｼﾞ ﾌﾅﾂ　ﾘｮｳﾀ ﾌｼﾞﾅｶﾞ　ｷﾖ ﾖｼﾀﾞ　ｴﾐ ｱﾘﾉﾍﾞ　ｻｵﾘ ﾅﾂﾔﾏﾙｲ

横山 浩康 若菜 茂 新玉 幸嗣 船津 良太 藤永 記代 吉田 絵美 有延 さおり 夏山 ルイ
ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 市原ＧＣ市原ｺｰｽ ﾀﾞｲﾅｽﾃｨｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ｼｰﾄﾞよみうりｳｴｽﾄ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

ｻｶﾓﾄﾀｶｼ ﾌｼﾞｻｷｶｵﾙ ｽｽﾞｷﾀﾞｲｼﾞ ﾔﾏﾓﾄﾕｷﾋﾛ ｸﾘﾊﾗｴﾂｺ ﾀｶﾊｼﾏﾕ ﾊﾔｶﾜ　ｼﾏ ｱﾝﾄﾞｳﾆｺ

坂本 隆 藤崎 馨 鈴木 大治 山本 幸広 栗原 悦子 高橋 麻由 早川 志摩 安藤 二子
名古屋港 正眼寺 名古屋港 名古屋広幡 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 丸亀ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸＧＣ 京阪ＧＣ ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｷﾖｼ ｱｶｼｼﾝ ﾖｼﾓﾄ　ｾﾝｲﾁ ｶﾉﾏﾀ　ﾖｼﾊﾙ ｲｼﾊﾞｼ　ﾐﾜ ｸﾘﾊﾗﾐｷ ｼｮｳｼﾞﾊﾙﾐ

渡邊 聖真 明石 晋 吉本 千一 鹿俣 義春 石橋 三和 栗原 美紀 庄司 春美
ＷＦ森林公園 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 京都大原 よみうりｳｴｽﾄ ｼｰﾄﾞ･昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ

ﾔﾏｳﾁｶｽﾞｱｷ ｺﾊﾗｹｲ ｱﾗｲｼﾝｲﾁ ﾂﾈﾌｼﾞ　ﾀｶﾋﾛ ﾏﾂﾔﾏ　ｻﾄｺ ﾐｽﾞﾊﾗ　ﾄﾓｺ ｲﾄｳﾘｴ ﾅｶﾔｶｵﾘ

山内 一晃 小原 景 荒井 眞一 恒藤 高弘 松山 哲子 水原 丈琴 伊藤 理恵 中谷 佳央理
ＪＧＭ宇都宮 名古屋広幡 紫あやめ３６ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ しがらきの森ＣＣ 昭和の森 名古屋広幡

9:34 9:34

ｶﾈﾑﾗﾏｻﾊﾙ ｸﾏｶﾞｲｲｻｵ ﾏｽﾀﾞ　ｱｷﾋｺ ﾔﾏﾅｶﾄｼﾔｽ ﾓﾘﾔ　ﾐﾉﾘ ﾅｶﾔﾏﾐﾂﾖ ｵﾀﾞｸﾗﾌｼﾞｺ ﾅｶﾞﾉﾐﾖｺ

金村 正春 熊谷 勇夫 増田 昭彦 山中 敏靖 守谷 みのり 中山 光代 小田倉富士子 長野 美代子
名古屋広幡 千葉よみうり 滋賀甲南ＣＣ ｼ－ﾄﾞ･小杉 ｼｰﾄﾞ･正眼寺 名古屋広幡 紫あやめ36 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原

ｼﾓﾔﾏ　ﾏｺﾄ ﾔﾏﾓﾄﾔｽｼ ﾋｼﾞｶﾀｷﾖﾀｶ ｻｶｷﾊﾞﾗﾖｼﾉﾘ ｼﾗｲ　ｱｷｺ ﾀｶﾊｼﾐｴ ﾅｶﾑﾗﾋﾃﾞﾐ

下山 誠 山本 靖 土方 清貴 榊原 吉規 白井 晶子 高橋 美絵 中村 英美
ﾏｽﾀｰｽﾞＧＣ 朝霞 ﾑｰﾝ鶴舞 ｼ－ﾄﾞ･広幡 ｼｰﾄﾞ･ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ ｼｰﾄﾞ･紫あやめ36 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

ｶﾜｲ　ﾘｭｳﾀ ﾂｼﾞﾓﾄｹｲｲﾁ ｶﾄｳ　ﾘｭｳﾀ ﾖｼｻﾞﾜ　ｺｳｼﾞ ｽｽﾞｷ　ﾄﾓｺ ﾏｷｸﾞｻ　ﾏﾕﾐ ﾖｼｶﾜﾐｶ ﾌｸﾑﾗ　ｶﾅ

河合 隆太 辻本 圭一 加登 隆太 吉澤 耕司 鈴木 智子 牧草 眞由美 吉川 美香 福村 香名
大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 岡山空港ＧＣ ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 ｼｰﾄﾞ･ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｼ－ﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

ｾｶﾞﾜ　ﾀﾀﾞﾋﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾃﾂﾔ ｶﾝ　ｳ ﾏﾊﾘｱﾌﾞﾗﾊﾑ ﾔﾏｼﾀ　ﾕﾅ ﾌｼﾞﾜﾗ　ｶｵﾘ ｲﾜｻｷﾐｶ ﾎﾘﾐｷ

瀬川 忠弘 渡邊 哲也 姜 優 マハリ・アブラハム 山下 ユナ 藤原 香織 岩崎 未果 堀 美樹
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｼｰﾄﾞ･妻沼 ﾏｽﾀｰｽﾞＧＣ 名古屋港 ｼｰﾄﾞ･ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ＷＦ森林公園 紫あやめ36

ﾀｶﾊｼ　ﾄｼｵ ｷｸﾁ　ﾉﾌﾞﾋﾛ ﾄｸﾀﾞ　ﾄｼﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼ　ｼｭｳｼﾞ ﾅｶｶﾞﾜ　ﾏﾐｺ ｱﾀﾞﾁ　ﾕｷｺ ｳﾁﾔﾏｼｵﾘ

高橋 敏雄 菊地 展弘 徳田 敏行 小林 周示 中川 麻美子 足立 由紀子 内山 汐里
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ ｼｰﾄﾞ･鹿島南蓼科 京都大原 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸＧＣ ｼｰﾄﾞ･名古屋港 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟＧＣ 昭和の森

ﾏｽﾉ　ｲﾂﾐ ﾌｼﾞｶﾜ　ｱﾂｼ ﾋﾛﾀ　ｼﾝ ｺｼﾞﾏ　ﾔｽﾋﾛ ﾂﾕｷﾅｵｺ ｵｵﾀﾆ　ﾊﾙﾐ ﾔﾏﾑﾗ　ｷﾐﾖ ﾏﾂﾋｻｴﾂｺ

増野 逸実 藤川 厚史 廣田 紳 小島 康弘 露木 直子 大谷 春美 山村 君代 松久 悦子
ｼｰﾄﾞ･森林公園 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸＧＣ 花回廊ＧＣ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 よみうりｳｴｽﾄ 京阪ＧＣ 正眼寺

10:23 10:23

ﾀﾆﾓﾄ　ｲﾁﾛｳ ｱｷﾉﾏｺﾄ ﾏｴﾀﾞ　ﾀｶﾔ ﾏﾂﾓﾄｴｲｼﾞ ｼｭｳﾘﾝ ﾌｸｼﾏ　ﾖｼｺ ﾔﾄｳﾒｸﾞﾐ ﾊﾀﾅｶｱｻｺ

谷本 伊知郎 秋野 誠 前田 貴也 松本 英司 周 琳 福島 良子 矢頭 弓恵 畑中 朝子
ｼｰﾄﾞ･高松 千葉よみうり ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ ｼ－ﾄﾞ･広幡 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ ＷＦ森林公園 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

参加人数：197人

調　　整　　時　　間

25 10:30 25 10:30

24 10:16 24 10:16

調　　整　　時　　間

23 10:09 23 10:09 -

21 9:55 21 9:55

22 10:02 22 10:02

20 9:48 20 9:48 -

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

19 9:41 19 9:41

-

18 9:27 18 9:27

16 9:13 16 9:13

17 9:20 17 9:20

14 8:59 14 8:59

15 9:06 15 9:06

調　　整　　時　　間

13 8:52 13 8:52

12 8:38 12 8:38

調　　整　　時　　間

10 8:24 10 8:24

11 8:31 11 8:31

8 8:10 8 8:10

9 8:17 9 8:17

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

7 8:03 7 8:03

5 7:42 5 7:42

6 7:49 6 7:49

3 7:28 3 7:28

4 7:35 4 7:35

1 7:14 1 7:14

2 7:21 2 7:21

平成２７年度　第９回全日本パブリックミッドアマチュアゴルフ選手権競技
開催コース：グランドオークプレイヤーズコース 2015年9月16日(水)

OUT IN

組 組


