
選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名
所属ｺｰｽ 所属ｺｰｽ 所属ｺｰｽ 所属ｺｰｽ 所属ｺｰｽ 所属ｺｰｽ 所属ｺｰｽ 所属ｺｰｽ

1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 97 - 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 98 -

ｶﾀﾔﾏｼﾝｼﾞ ﾓﾘﾀｺｳｼﾞ ｽｷﾞｳﾗﾏｻﾐ ｱｵｷｹﾝｼﾞ ｲﾁﾐﾕｷｵ ﾑﾛﾀﾄｼﾋﾛ

片山 眞次 森田 弘二 杉浦 正美 青木 謙侍 一見 幸生 室田 利博
正眼寺 森林公園 森林公園 名古屋広幡 亀山 小杉

1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 91 - 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 92
ｱﾗｲｴｼｹﾞﾀｶ ｵｶﾞﾜｷﾖｼ ｵｻﾞﾜﾀﾀﾞｼ ﾜﾀﾞﾀﾀﾞﾋｺ ﾐｿﾞｸﾞﾁﾁｶﾄﾓ ｷﾖﾀﾀｸﾐ ﾔｽﾀﾞﾐﾂｵ

新家 重隆 小川 浄 小澤 正 和田 忠彦 溝口 親朋 清田 巧 安田 満男
小杉 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 小杉 ｱﾘｼﾞ 森林公園 正眼寺 名古屋港

1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90

ﾅｶﾞﾀｶｽﾞﾏｻ ｼｶﾞﾏｻﾋﾃﾞ ﾀｼﾞﾏｺｳｼﾞﾛｳ ｶﾅｲｲﾂﾎ ｵｶﾀﾞｲﾜｵ ｵｵﾊﾏﾌﾞﾝｲﾁ ﾌｸﾀﾞﾊﾙﾐﾁ ﾓﾘﾜｷﾏｻﾋﾛ

長田 和正 志賀 昌英 田島 光次郎 金井 一峰 岡田 巌 大浜 文一 福田 治通 森脇 正廣
ｱﾘｼﾞ 名古屋港 ｼｰﾄﾞ･亀山 正眼寺 名古屋広幡 小杉 小杉 名古屋広幡

1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88

ﾀｹﾌﾞﾁﾌﾐｱｷ ﾏﾂﾊﾞﾕｳｿﾞｳ ｲﾁｶﾜﾏﾓﾙ ｶﾜﾊﾞﾀｻﾄｼ ｼﾊﾞﾔﾏﾀｹｵ ｸﾏｶﾞｲﾂﾄﾑ ｸﾆｴﾀﾞｱｷﾄ ﾔﾏｶﾞﾀｵｻﾑ

竹渕 文明 松葉 勇造 市川 護 川端 敏 柴山 武雄 熊谷 任 国枝 昭人 山形 修
名古屋港 定光寺 名古屋広幡 名古屋広幡 定光寺 森林公園 名古屋港 名古屋広幡

1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ﾍﾞｯｼｮｹｲｽｹ ﾊﾀｵｶﾖｼﾂｸﾞ ｸﾙﾊﾞﾀﾂﾔ ﾊﾔｼｹﾝｼﾞ ﾀｶｷﾁｶｼ ｳｴｷﾐｷｵ ｵｵﾔｶﾂｼﾞ ｲﾅﾖｼﾋﾛﾐﾂ

別所 圭右 畑岡 由次 来馬 達也 林 建治 高木 親 植木 幹男 大矢 勝治 稲吉 博光
ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ｱﾘｼﾞ 小松 小杉 名古屋港 名古屋港 名古屋港 名古屋広幡

1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86

ﾌﾁｶﾞﾐﾐﾂﾊﾙ ｶｽﾔﾌﾐｼｹﾞ ｵｵｷﾀﾖｼﾛｳ ﾊｶﾞﾂﾄﾑ ｻｻｷｶﾂﾐ ﾄﾐﾀﾞｶｽﾞﾖｼ ｻｶﾀｶﾝｼﾞ ﾏﾅﾍﾞﾖｼﾋﾗ

渕上 光春 糟谷 文重 大北 芳郎 芳賀 勉 佐々木 克美 富田 和由 坂田 完治 真鍋 芳平
森林公園 定光寺 名古屋港 名古屋広幡 名古屋港 森林公園 名古屋港 亀山

1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ｵｵｴｺｳｼﾞ ﾔｷﾞﾄｼｶｽﾞ ﾊｻﾀﾆﾊﾁﾛｳ ﾖｺﾔﾏﾅｵﾂｸﾞ ｺﾊﾞﾔｼﾋﾃﾞｵ ﾖｼｶﾜﾋﾛｼ ﾀﾀﾞﾏｻｵ ｼﾊﾞﾀﾀﾀﾞｼ

大江 孝次 八木 敏和 架谷 八郎 横山 尚次 小林 秀雄 吉川 廣司 多田 政男 柴田 正
名古屋広幡 名古屋広幡 小杉 名古屋広幡 名古屋港 ｼｰﾄﾞ･正眼寺 名古屋港 ｼｰﾄﾞ･森林公園

1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ｵｶﾞﾜﾀｹｵ ﾁｶｵｶﾂｷﾞｵ ﾏﾂｲｴｲｲﾁ ｱﾝﾄﾞｳﾐﾂﾉﾘ ﾅｲﾄｳﾘｮｳｼﾞ ﾋﾗﾊﾗﾏｻﾐﾂ ﾔｽｴﾏｻｶｽﾞ ﾔﾏﾀﾞﾀﾂｵ

小川 竹男 近岡 次男 松井 栄一 安藤 光徳 内藤 良司 平原 正満 安江 正和 山田 龍夫
亀山 正眼寺 小松 名古屋港 森林公園 正眼寺 正眼寺 森林公園

1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84

ｺｶﾞｲｻｵ ﾌｼﾞｲﾋﾛﾌﾐ ｲｼｶﾜｶｽﾞﾏｻ ﾏﾂﾔﾕｷﾏﾙ ｱﾗｷﾏｻﾐﾂ ﾖﾈｻﾞﾜﾀｶｱｷ ﾂｸﾀﾞﾂﾈｵ ﾓﾘﾀﾐﾉﾙ

古賀 勲 藤井 広文 石川 一正 松矢 幸丸 荒木 正光 米澤 孝明 佃 恒夫 森田 實
名古屋広幡 森林公園 名古屋広幡 正眼寺 森林公園 小松 ｼｰﾄﾞ･ｱﾘｼﾞ 名古屋港

1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84

ﾔﾏﾀﾞｺｳｼﾞ ｺﾝﾄﾞｳｹﾝｲﾁ ｲﾄｳｱｷﾗ ﾏｴｶﾜｹﾝｼﾞ ﾐｽﾞﾉｹﾝｼﾞ ﾉｻﾞﾜﾖｼｵｷ ﾀｶｷﾀｶｽﾞﾉﾘ ﾂﾎﾞｲﾀｶｱｷ

山田 浩二 近藤 顕一 伊藤 明 前川 建治 水野 憲治 野澤 義興 髙北 和則 坪井 孝昭
ｱﾘｼﾞ 名古屋港 ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 小杉 正眼寺 名古屋広幡 ｱﾘｼﾞ 名古屋港

1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83

ｺﾔﾏﾏｻﾕｷ ｲﾓﾄｻﾄﾙ ｲﾄｳﾄｼｵ ｵｵﾐﾐｷｵ ｱﾏﾉｶｽﾞｵ ｽｷﾞﾓﾄﾄｼﾉﾌﾞ ﾔﾏﾅｶﾋﾛﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞﾄｼｼﾞ

小山 正行 井本 覚 伊藤 俊夫 大参 幹雄 天野 和雄 杉本 敏信 山中 廣美 渡辺 利二
ｼｰﾄﾞ･名古屋港 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 亀山 名古屋港 名古屋港 小杉 亀山 名古屋広幡

1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82

ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｹｵ ﾔﾏﾅｶｷﾖｼ ｺﾊﾞﾔｼｼｮｳｲﾁ ﾆｼｶﾜｷﾖｶｽﾞ ﾐﾔﾓﾄｹﾝｲﾁ ｷﾀﾞｴﾂｿﾞｳ ｺｲｹﾐﾉﾙ ｷﾉｼﾀｱｷｵ

渡辺 武男 山中 清司 小林 正一 西川 清数 宮本 賢一 木田 悦三 小池 稔 木下 晶夫
名古屋港 正眼寺 小松 名古屋港 正眼寺 森林公園 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 名古屋港

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81

ｲﾉｳｴｼﾝｲﾁ ﾔﾏｼﾀｼｹﾞﾙ ｶｼﾓﾄﾀﾂﾔ ﾓﾘｼﾀﾀｶﾐﾂ ﾖｼﾐﾓﾄﾋﾛ ｽｽﾞｷﾌﾐｵ ｶﾜﾓﾄﾔｽﾌﾐ ﾅｶｶﾞﾜｱﾂｼ

井上 真一 山下 茂 柏本 達也 森下 孝光 吉見 本弘 鈴木 文雄 川本 保文 中川 篤
正眼寺 ｱﾘｼﾞ 名古屋広幡 森林公園 名古屋広幡 名古屋広幡 森林公園 名古屋港

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81

ﾐｽﾞﾉｶｽﾞﾋﾄ ｼﾊﾞﾀﾏｻﾖｼ ｷｮｳﾑﾗﾀﾂﾋﾃﾞ ﾓﾘﾔﾏｶﾈﾏｻ ｽｽﾞｷｶｽﾞﾕｷ ｵｶｼﾞﾏｶﾂｲｸ ﾔﾏｶﾜｹｲｼ ﾔﾏｸﾞﾁﾖｼｵ

水野 和人 柴田 雅好 杏村 龍秀 守山 金正 鈴木 和之 岡島 勝征 山川 敬止 山口 義夫
森林公園 名古屋港 森林公園 名古屋港 名古屋港 正眼寺 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 名古屋広幡

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80

ﾔﾏﾓﾄｶｽﾞｵ ﾊﾔｼﾀﾞﾃﾂﾋﾛ ﾖｳﾑﾗｹﾝｼﾞ ﾀｶｲﾄｵﾙ ﾉﾅｶﾖｼﾋｺ ｲｿｶﾞﾜﾔｽｵ ﾓｲｽﾞﾐｶﾂｵ ｲﾏﾖｼｼﾞｭｻﾌﾞﾛｳ

山本 和夫 林田 哲博 用村 憲二 髙井 徹 野中 義彦 五十川 康雄 茂泉 勝夫 今吉 寿三郎
森林公園 正眼寺 小杉 ｱﾘｼﾞ 正眼寺 名古屋港 森林公園 ｼｰﾄﾞ･森林公園

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79

ｲﾄｳﾊﾙｵ ｲﾉｳｴﾊﾙﾏｻ ｵｶﾀﾞｶﾂﾕｷ ﾌｶﾔﾀｶﾖｼ ﾀｶﾀﾞﾃﾂｵ ｱﾀﾞﾁﾕｷｵ ｻﾄｳｶﾂﾐ ｺｼﾞﾏﾄﾓﾋﾛ

伊藤 晴夫 井上 晴雅 岡田 勝行 深谷 高義 高田 哲男 安達 幸雄 佐藤 勝美 小島 朋広
森林公園 ｼｰﾄﾞ･森林公園 名古屋港 名古屋港 正眼寺 名古屋港 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78

ﾎﾝﾏﾀｶｼ ﾅｶｶﾞﾜﾓﾘﾐﾂ ﾐﾅﾐｼﾞﾛｳ ﾀｹﾔﾏﾔｽﾉﾘ ｺｲｹﾏｻﾙ ｻﾉﾄｼﾏｻ ﾀｶｷﾞｷﾖﾐ ﾀﾁﾉﾌﾞｵｷ

本間 孝司 中川 盛満 南 二郎 武山 安徳 小池 優 佐野 俊正 高木 清美 城 伸起
亀山 名古屋港 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 名古屋港 名古屋広幡 正眼寺 正眼寺 名古屋港

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77

ﾀﾆｸﾞﾁｼﾝｲﾁ ｷﾑﾗﾕｳｲﾁ ﾓﾘｼﾀｼﾝｲﾁ ｱｵｷｾｲｼﾞ ｼﾓｶﾜﾖｼﾐ ﾖｼﾀﾞﾃﾂﾓﾘ ﾅｶﾞｲｶﾂﾐ ﾅｲﾄｳﾄｼｵ

谷口 真一 木村 雄一 森下 眞一 青木 清治 下川 芳美 吉田 哲守 永井 克己 内藤 俊雄
亀山 名古屋港 名古屋広幡 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 名古屋港 名古屋広幡 名古屋港

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 99

ｶﾐﾔﾋﾃﾞｵ ﾌｼﾞｻｷｶｵﾙ ｶﾈﾑﾗﾏｻﾊﾙ ﾊﾗﾀﾞﾕｷﾋｺ ｼﾝﾀﾆﾏｽﾖ ｲﾁﾓﾘﾋﾛｺ ｽｽﾞｷﾉﾌﾞｺ ｵｶﾍﾞﾙﾘｺ

神谷 日出男 藤崎 馨 金村 正春 原田 行彦 新谷 益代 市森 宏子 鈴木 暢子 岡部 るり子
正眼寺 正眼寺 名古屋港 名古屋広幡 森林公園 小杉 名古屋港 ｱﾘｼﾞ

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 91

ｶｷﾞﾔｼｭｳｲﾁ ﾖｼﾀﾞｶｽﾞｵ ﾊﾔｼｶｽﾞﾋｺ ﾀｶﾊｼｹﾝｼﾞ ﾅｶﾑﾗｴｲｺ ﾊﾔﾀｶﾖｺ ﾐﾔﾆｼﾕｳｺ ﾋﾗﾀﾕｳｺ

鍵谷 秀一 吉田 一男 林 一彦 高橋 健児 中村 永子 早田 佳世子 宮西 裕子 平田 優子
名古屋港 亀山 正眼寺 正眼寺 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ｼｰﾄﾞ･森林公園 名古屋港 ｼｰﾄﾞ･小杉

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89

ｸﾛﾀﾞｼﾝｼﾞ ｼﾏﾀﾞﾀｶｼ ｵｶｻﾞﾜﾊﾙｵ ｷﾀｶﾞﾜﾄｼﾋｺ ﾅｶﾑﾗｱﾂｺ ﾎｯﾀﾕﾐｺ ｵｶﾞﾜﾐﾎ ｺｻﾞﾜﾐｴｺ

黒田 真司 島田 崇 岡澤 治男 北川 敏彦 中村 敦子 堀田 裕美子 小川 美穂 小澤 美恵子
名古屋港 小杉 名古屋港 名古屋港 正眼寺 名古屋広幡 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 正眼寺

1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ﾊﾔｼｻﾁｺ ｲｼｶﾜﾀｶｺ ﾊﾁﾀﾞﾐｴｺ ｽｴｴﾘｺ

林 さち子 石川 孝子 八田 美恵子 末 江里子
森林公園 名古屋港 ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 森林公園

1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86

ﾊﾅｲﾏｻｺ ｶﾏﾀﾞﾏﾅﾐ ｵｵﾀｱｹﾐ ﾐｳﾗｷﾖﾐ

花井 正子 鎌田 真奈美 太田 明美 三浦 清美
ｼｰﾄﾞ･名古屋港 名古屋港 名古屋港 名古屋広幡

21 9:4121 9:41

22 9:48

23 9:55

20 9:3420 9:34

19 9:2719 9:27

9:20 STARTER'S  TIME 9:20 STARTER'S  TIME

18 9:1318 9:13

17 9:0617 9:06

16 8:5916 8:59

15 8:5215 8:52

14 8:4514 8:45

13 8:3813 8:38

8:31 STARTER'S  TIME 8:31 STARTER'S  TIME

12 8:2412 8:24

11 8:1711 8:17

10 8:1010 8:10

9 8:039 8:03

8 7:568 7:56

7 7:497 7:49

7:42 STARTER'S  TIME 7:42 STARTER'S  TIME

6 7:356 7:35

5 7:285 7:28

4 7:214 7:21

3 7:143 7:14

2 7:072 7:07

1 7:001 7:00

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

組
ｽﾀｰﾄ時

間組
ｽﾀｰﾄ時

間

開催日：平成27年9月30日（水） 開催コース：名古屋港ゴルフ倶楽部（富浜コース）

OUT  （№1 Tee） IN  （№10 Tee）


