
.

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

山田 宗志 前川 努 清 良成 稲盛 浩一 全 珍 藤本 道徳 船津 良太 渡邊 聖真
紫あやめ３６ 京阪ＧＣ 八千代 名古屋広幡 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟＧＣ よみうりｳｴｽﾄ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ ＷＦ森林公園

早川 毅 笠原 義也 八木 敏和 山中 清司 徳田 敏行 廣田 紳 長島 洋介 菊地 学
富士ｸﾞﾘｰﾝ 名古屋広幡 名古屋広幡 正眼寺 京都大原 花回廊ＧＣ ﾑｰﾝ鶴舞 富士ｸﾞﾘｰﾝ

菊地 展弘 萩谷 巧 古木 和夫 大山 一平 姜 優 小林 周示 植田 透

ｼｰﾄﾞ･鹿島南蓼科 那須野ヶ原 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰＧＣ ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰＧＣ ﾏｽﾀｰｽﾞＧＣ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸＧＣ 武庫ﾉ台ＧＣ

大野 佳隆 金澤 哲夫 土方 清貴 加登 隆太 水野 正雄 海老原 弘樹 藤田 伸 大橋 元

正眼寺 ﾀﾞｲﾅｽﾃｨｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ﾑｰﾝ鶴舞 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 昭和の森 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟＧＣ 名古屋港

黒田 信人 小嵐 徹 高萩 茂 渡辺 顕展 宮野 嗣英 遠藤 伸一 坂本 光司 進藤 祥史

西神戸ｺﾞﾙﾌ場 名古屋広幡 那須野ヶ原 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ﾃﾞｲｽﾀｰGC 昭和の森 ｼｰﾄﾞ･八千代

秋野 誠 高原 拓也 中村 光浩 入江 健太郎 糟谷 文重 高橋 敏雄 八木沼 仁 前田 賢祐

千葉よみうり ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｱｵﾉＧＣ 紫あやめ３６ 定光寺 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 下館ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 武庫ﾉ台ＧＣ

7:56 7:56

吉本 千一 山本 靖 河合 隆太 瀬川 忠弘 黒澤 正之 鹿俣 義春 渡邊 哲也 藤川 厚史

ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 朝霞 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 京都大原 ｼｰﾄﾞ･妻沼 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸＧＣ

林 伸行 杉浦 一 稲沢 宏之 加藤 祐滋 八島 清泰 新井 将文 田中 秀幸 鈴木 大治

ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 富士ｸﾞﾘｰﾝ 那須野ヶ原 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟＧＣ ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰＧＣ ﾃﾞｲｽﾀｰGC 名古屋港

中村 律郎 山本 幸広 松本 英司 林 光一 梶谷 光弘 橋詰 健二 辻本 圭一

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟＧＣ 名古屋広幡 ｼ－ﾄﾞ･広幡 新君津 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 正眼寺 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原

宮内 謙 松山 阜司 小島 朝樹 小川 文平 天川 主税 渡邉 正史 金岡 孝治

京阪ＧＣ ＷＦ森林公園 うぐいすの森水戸 ｼｰﾄﾞ･古河 ＪＧＭ宇都宮 新玉村 昭和の森

中村 正臣 朝田 忍 山下 恭平 鈴木 優太 國近 和寿 井上 正彦 明石 晋
紫あやめ３６ ｱｵﾉＧＣ 武庫ﾉ台ＧＣ 名古屋港 紫あやめ３６ よみうりｳｴｽﾄ ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ

吉岡 進 江村 博次 増田 昭彦 深川 昭人 早川 志摩 守谷 みのり 大谷 春美 -

昭和の森 瀬板の森北九州 滋賀甲南ＣＣ よみうりｳｴｽﾄ 京阪ＧＣ ｼｰﾄﾞ･正眼寺 よみうりｳｴｽﾄ

中村 元三 安里 博治 河合 聡一郎 藤井 邦生 8:59 中川 麻美子 周 琳 露木 直子 福島 良子

名古屋港 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 名古屋広幡 八千代 ｼｰﾄﾞ･名古屋港 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ

下山 誠 マハリアブラハム 牧 慎稔 中跡 朝臣 9:06 矢頭 弓恵 長野 美代子 畑中 朝子 水原 丈琴

ﾏｽﾀｰｽﾞＧＣ 名古屋港 ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 富士ｸﾞﾘｰﾝ ＷＦ森林公園 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ しがらきの森ＣＣ

衣笠 洋司 阪野 智久 小原 景 熊谷 勇夫 9:13 中谷 佳央理 白井 晶子 小田倉富士子 高橋 美絵

新君津 名古屋港 名古屋広幡 千葉よみうり 名古屋広幡 ｼｰﾄﾞ･ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ 紫あやめ36 ｼｰﾄﾞ･紫あやめ36

上野 英樹 佐々木 明裕 藤本 和大 小野寺 智夫 藤原 香織 岩崎 未果 足立 由紀子 高橋 麻由
ｱｵﾉＧＣ 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ 富士ｸﾞﾘｰﾝ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ＷＦ森林公園 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟＧＣ 丸亀ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸＧＣ

塩田 一史 角田 幸一 坂本 隆 藤原 毅 石橋 三和 松山 哲子 内山 汐里 吉田 絵美

ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈 前橋ｺﾞﾙﾌ場 名古屋港 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうりｳｴｽﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 昭和の森 北神戸ｺﾞﾙﾌ場

鈴木 泰二郎 堀 信義 ディーンロジャース 有馬 昌宏 夏山 ルイ 有延 さおり 安東 二子 栗原 美紀
紫あやめ３６ 小松 八千代 新君津 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ｼｰﾄﾞよみうりｳｴｽﾄ ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 ｼｰﾄﾞ･昭和の森

近藤 歳宗 山中 敏靖 君島 勇人 吉田 壮一郎 庄司 春美 鈴木 智子 松久 悦子 藤永 記代
名古屋港 ｼ－ﾄﾞ･小杉 那須野ヶ原 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 正眼寺 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

酒井 進 村山 嘉彦 山村 憲人 水野 進一 吉川 美香 山下 ユナ 牧草 眞由美 中山 光代
正眼寺 朝霞 名古屋港 よみうりｳｴｽﾄ ｼ－ﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ｼｰﾄﾞ･ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ｼｰﾄﾞ･ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 名古屋広幡

榊原 吉規 増野 逸実 芝田 康司 三井 吉奎 福村 香名 中村 英美 堀 美樹 栗原 悦子

ｼ－ﾄﾞ･広幡 ｼｰﾄﾞ･森林公園 よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ36 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ

谷本 伊知郎 横山 浩康 長嶋 篤 恒藤 高弘

ｼｰﾄﾞ･高松 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 名古屋広幡 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

参加人数：167人

２日目ペアリング（男子部門・女子部門）

21 9:55 10 9:55

22 10:02

19 9:41 8 9:41

20 9:48 9 9:48

17 9:27 6 9:27

18 9:34 7 9:34

16 9:20 5 9:20

9:20 調　　整　　時　　間

14 9:06 3

15 9:13 4

12 8:52 1 8:52

13 8:59 2

8:45 8:45 調　　整　　時　　間調　　整　　時　　間

11 8:31 11 8:31 -

-

10 8:24 10 8:24 -

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

7:14 1 7:14

2 7:21 2 7:21

調　　整　　時　　間

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17日(木)

OUT IN

組 組
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