
氏   名 氏   名 氏   名 氏   名 氏   名 氏   名 氏   名 氏   名
所  属 所  属 所  属 所  属 所  属 所  属 所  属 所  属

柏本  達也 林  一彦 大北  芳郎 井本  覚 野中  義彦 青木  謙侍 佐々木  克美 柴山  武雄
名古屋広幡 正眼寺 名古屋港 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 正眼寺 名古屋広幡 名古屋港 定光寺

中川  喜雅 森下  孝光 小澤  正 松井  栄一 鈴木  和之 大井  浩 安江  正和 富田  和由
名古屋港 森林公園 小杉 小松 名古屋港 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 正眼寺 森林公園

高橋  健児 伊藤  俊夫 芳賀  勉 深谷  高義 熊谷  任 一見  幸生 塩谷  正幸 安田  満男
正眼寺 亀山 名古屋広幡 名古屋港 森林公園 亀山 名古屋広幡 名古屋港

青木  清治 黒田  真司 新田  徳蔵 山本  和夫 北島  和道 坪井  孝昭 堀田  昇 岡島  勝征
ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 名古屋港 アリジ 森林公園 名古屋広幡 名古屋港 森林公園 正眼寺

垣内  稔 原田  行彦 大参  幹雄 金井  一峰 福田  治通 山田  龍夫 坂田  完治 渡辺  利二
亀山 名古屋広幡 名古屋港 正眼寺 小杉 森林公園 名古屋港 名古屋広幡

安藤  光徳 松葉  勇造 島田  崇 志水  重哉 白山  和彦 水野  憲治 山川  敬止 荒木  正光
名古屋港 定光寺 小杉 名古屋広幡 名古屋港 正眼寺 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 森林公園

07:42 07:42

林田  哲博 石川  一正 高山  悟 竹渕  文明 平田  忠政 小池  優 和田  忠彦 大矢  勝治
正眼寺 名古屋広幡 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 名古屋港 森林公園 名古屋広幡 アリジ 名古屋港

杉浦  正美 中川  盛満 本間  孝司 山田  浩二 高田  哲男 五十川  康雄 真鍋  芳平 稲吉  博光
森林公園 名古屋港 亀山 アリジ 正眼寺 名古屋港 亀山 名古屋広幡

武山  安徳 用村  憲二 松矢  幸丸 坂田  三四夫 安達  幸雄 米澤  孝明 木田  悦三 室田  利博
名古屋港 小杉 正眼寺 名古屋広幡 名古屋港 小松 森林公園 小杉

吉田  一男 伊藤  晴夫 近藤  顕一 南  二郎 山口  義夫 大浜 文一 小林  秀雄 酒井  憲友
亀山 森林公園 名古屋港 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 名古屋広幡 小杉 名古屋港 正眼寺

髙井  徹 渡辺  武男 市川  護 神谷  日出男 小池  稔 吉田  哲守 吉見  本弘 茂泉  勝夫
アリジ 名古屋港 名古屋広幡 正眼寺 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 名古屋港 名古屋広幡 森林公園

別所  圭右 八木  敏和 水野  和人 岡澤  治男 溝口  親朋 鈴木  文雄 清田  巧 国枝  昭人
ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 名古屋広幡 森林公園 名古屋港 森林公園 名古屋広幡 正眼寺 名古屋港

08:31 08:31

山田  宣行 梅田  健児 名嘉眞  隆 大江  孝次 高木  親 佐野  俊正 木下  晶夫 永井  克己
名古屋港 正眼寺 名古屋港 名古屋広幡 名古屋港 正眼寺 名古屋港 名古屋広幡

架谷  八郎 川端  敏 畑岡  由次 北川  敏彦 川本  保文 野澤  義興 中村  修二 中川  篤
小杉 名古屋広幡 アリジ 名古屋港 森林公園 名古屋広幡 小松 名古屋港

小林  正一 柴田  雅好 山中  清司 杏村  龍秀 小林  利治 多田  政男 吉川  廣司 佐藤  勝美
小松 名古屋港 正眼寺 森林公園 名古屋広幡 名古屋港 ｼｰﾄﾞ・正眼寺 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ

横山  尚次 竹野  伸夫 加藤  和也 谷口  真一 佃  恒夫 高木  清美 天野  和雄 山形  修
名古屋広幡 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 名古屋港 亀山 ｼｰﾄﾞ・アリジ 正眼寺 名古屋港 名古屋広幡

守山  金正 長田  和正 藤崎  馨 新家  重隆 城  伸起 野上  一美 杉本  敏信 柴田  正
名古屋港 アリジ 正眼寺 小杉 名古屋港 定光寺 小杉 ｼｰﾄﾞ・森林公園 

森田  弘二 鍵谷  秀一 小川  竹男 志賀  昌英 平原  正満 小島  朋広 内藤  良司 森田  實
森林公園 名古屋港 亀山 名古屋港 正眼寺 ｼｰﾄﾞ・名古屋広幡 森林公園 名古屋港

09:20 09:20

井上  真一 木村  雄一 前田  孝信 伊藤  明 岡田  巌 植木  幹男 今吉  寿三郎 山中  廣美
正眼寺 名古屋港 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ｼｰﾄﾞ・名古屋広幡 名古屋広幡 名古屋港 ｼｰﾄﾞ・森林公園 亀山

山口  芳隆 井上  晴雅 髙山  智寛 前川  建治 小谷  昌二郎 髙北  和則 早川  和雄 宮本  賢一
アリジ ｼｰﾄﾞ・森林公園 名古屋港 小杉 小松 アリジ 名古屋港 正眼寺

古賀  勲 来馬  達也 田島  光次郎 西川  清数 下川  芳美 永山  勝美 森脇  正廣 内藤  俊雄
名古屋広幡 小松 ｼｰﾄﾞ・亀山 名古屋港 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 森林公園 名古屋広幡 名古屋港

小山  正行 小川  浄 渕上  光春 片山  眞次 鈴木  暢子 堀田  裕美子 中村  敦子 岡部  るり子
ｼｰﾄﾞ・名古屋港 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 森林公園 正眼寺 名古屋港 名古屋広幡 正眼寺 アリジ

林  建治 岡田  勝行 糟谷  文重 山下  茂 林  さち子 小川  美穂 石川  孝子 平田  優子
小杉 名古屋港 定光寺 アリジ 森林公園 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 名古屋港 ｼｰﾄﾞ・小杉 

金村  正春 近岡  次男 森下  眞一 藤井  広文 八田  美恵子 鎌田  真奈美 新谷  益代 小澤  美恵子
名古屋港 正眼寺 名古屋広幡 森林公園 ｼｰﾄﾞ・名古屋広幡 名古屋港 森林公園 正眼寺

10:09

中村  永子 早田  佳世子 三浦  清美 太田  明美
ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ｼｰﾄﾞ・森林公園 名古屋広幡 名古屋港

宮西  裕子 市森  宏子 花井  正子 末  江里子
名古屋港 小杉 ｼｰﾄﾞ・名古屋港 森林公園

◇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。

OUT  （No.1 Tee） IN  （No.10 Tee)
組

スタート
時    間 組

スタート
時    間

                                    平成27年度

第21回 中部日本シニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技

第21回 中部日本女子シニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技

第12回 中部日本ミッドシニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技

地区決勝 スタート組合せ表

開催日：平成27年9月29日（火） 名古屋港ゴルフ倶楽部（富浜コース）

3 07:14 3 07:14

4 07:21 4 07:21

1 07:00 1 07:00

2 07:07 2 07:07

STARTER'S  TIME

7 07:49 7 07:49

5 07:28 5 07:28

6 07:35 6 07:35

8 07:56 8 07:56

9 08:03 9 08:03

STARTER'S  TIME

STARTER'S  TIME

13 08:38 13 08:38

10 08:10 10 08:10

08:17 08:1711 11

14 08:45 14 08:45

15 08:52 15 08:52

08:24 08:24

STARTER'S  TIME

12 12

18 09:13 18 09:13

STARTER'S  TIME STARTER'S  TIME

16 08:59 16 08:59

17 09:06 17 09:06

21 09:41 21 09:41

22 09:48 1 09:48

19 09:27 19 09:27

20 09:34 20 09:34

◇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。

STARTER'S  TIME

4 10:16

5 10:23

23 09:55 2 09:55

24 10:02 3 10:02


