
.

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

ﾀｼﾞﾏ　ｶｽﾞﾐ ﾓﾘﾓﾄﾕｶﾘ ﾅｶﾉｷﾐﾖ ﾌｼﾞｲﾂｺ ｵｵﾊﾀ　ｴﾂｺ ｸﾛｷﾗﾝ ﾎｯﾀﾕﾐｺ ﾄﾖｻｷｻﾁｺ

田島 和美 森本 ゆかり 中野 公代 藤 伊津子 大畑 曰香 黒木 蘭 堀田 裕美子 豊崎 幸子

ｼｰﾄﾞ名古屋港 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｼｰﾄﾞ岡山空港 ｼｰﾄﾞあやめ ｼｰﾄﾞ大阪 あやめ 名古屋広幡 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

ｳｴﾑﾗﾋﾛﾐ ﾊﾏﾕｳｺ ｶﾏﾀﾞﾏﾅﾐ ｵﾀﾞｸﾗ　ﾌｼﾞｺ ｷﾑﾗﾕｳｺ ﾊﾀﾅｶｱｻｺ ﾊﾔｼｻﾁｺ ｵｵﾑﾗｹｲｺ

上村 ひろみ 浜 裕子 鎌田 真奈美 小田倉富士子 木村 裕子 畑中 朝子 林 さち子 大村 恵子

ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 米子 名古屋港 ｼｰﾄﾞあやめ 岡山空港 あやめ 森林公園 昭和の森

ｶﾄｳﾋﾄﾐ ｽﾐｲﾂｺ ｵｵﾀｱｹﾐ ｻｶｲﾘﾄｼｺ ﾜﾀﾅﾍﾞﾉﾘｺ ﾀｹﾀﾞﾀｴｺ ｷｸｶﾞﾜ　ﾕﾐｺ ｲｲﾑﾛﾋﾛｺ

加藤 仁美 角 伊津子 太田 明美 坂入 利子 渡辺 のり子 武田 妙子 菊川 由美子 飯室 浩子

朝霞 北神戸 名古屋港 あやめ ｼｰﾄﾞﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｼｰﾄﾞあやめ ｼｰﾄﾞｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

ｷﾐﾂﾞｶｹｲｺ ﾔﾏﾓﾄｶｽﾞｺ ﾊﾅｲﾏｻｺ ｲﾉﾄﾓｺ ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾔｺ ｲﾏｲ　ｹｲｺ ﾋﾗﾀﾕｳｺ

君塚 桂子 山本和子 花井 正子 猪野 智子 渡部 美弥子 今井 啓子 平田 優子

市原 大阪 ｼｰﾄﾞ名古屋港 朝霞 ｼｰﾄﾞよみうり ｼｰﾄﾞあやめ ｼｰﾄﾞ小杉

ｺｲｹﾏｻﾙ ﾐｽﾞﾉｼﾝｲﾁ ﾀﾜﾗﾏｻﾉﾘ　 ﾑﾀｸﾞﾁﾂﾄﾑ ｲｼﾂﾞｶﾀｶｼ ﾅｶｲﾋｻｶｽﾞ ﾔﾏｶﾜｹｲｼ ﾄﾐﾀﾉﾎﾞﾙ

小池 優 水野 進一 俵 聖徳 牟田口務 石塚 隆 中井 久一 山川 敬止 冨田 昇

名古屋広幡 ｼｰﾄﾞよみうり あやめ 大阪 昭和の森 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 八千代

ﾔｽｴﾏｻｶｽﾞ ｺﾊﾞﾔｼﾂﾄﾑ ﾂﾁﾔﾄﾓﾋﾛ ｵｸﾑﾗﾋﾛﾀｶ ﾄﾐﾅｶﾞﾏｻｵ ｵﾀﾞﾋﾃﾞﾉﾌﾞ ｼﾓｶﾜﾖｼﾐ ｽｷﾞﾔﾏﾄｼｶｽﾞ

安江 正和 小林 勉 土屋 知廣 奥村 弘尊 冨永 正夫 織田 秀宣 下川 芳美 杉山 利和

正眼寺 北神戸 あやめ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 昭和の森 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 八千代

ｵｶｼﾞﾏｶﾂｲｸ ｵﾀﾞｷﾞﾘﾏｻﾊﾙ ﾔﾌﾞｷ　ﾓﾄﾖｼ ｻﾄｳｶﾂﾐ ｻﾄｳﾐﾂﾙ ﾀｶｼﾏﾋﾃﾞｲﾁ ﾓｲｽﾞﾐｶﾂｵ ﾀｹﾅｶﾞｶｽﾞﾐ

岡島 勝征 小田桐 正治 矢吹 元良 佐藤 勝美 佐藤 充 高島 秀一 茂泉 勝夫 竹永 和美

正眼寺 ｼｰﾄﾞ北神戸 ｼｰﾄﾞあやめ ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 千葉よみうり ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 森林公園 茂原

ﾋﾗﾊﾗﾏｻﾐﾂ ﾑﾗｶﾐﾀｶﾕｷ ｶﾜﾀｲｸｵ ｽｽﾞｷｶｽﾞﾕｷ ｵｵｶﾝﾀﾞﾐﾂﾙ ﾊﾆｵｶｺｳｲﾁ ｼﾊﾞﾀﾀﾀﾞｼ ﾜｶﾅｼｹﾞﾙ

平原 正満 村上 隆之 河田 育雄 鈴木 和之 大神田 充 埴岡 孝一 柴田 正 若菜 茂

正眼寺 京都大原 大麻生 名古屋港 昭和の森 ｱｵﾉ ｼｰﾄﾞ森林公園 ｼｰﾄﾞ柿の木

ｻﾄｳﾊﾙｶｽﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞﾏｻﾐﾁ ﾀｻｷﾕｷﾉﾌﾞ ﾖｼﾀﾞﾃﾂﾓﾘ ﾅｶﾔﾏｱｷﾗ ﾆｼﾀﾞｽｽﾑ ﾀﾅｶ　ｴﾂﾛｳ ﾔｽﾀﾞｽｽﾑ

佐藤 春和 渡邊 正道 田崎 幸伸 吉田 哲守 中山 照朗 西田 進 田中 鋭郎 安田 進

あやめ 京都大原 下館 名古屋港 昭和の森 よみうりｳｴｽﾄ ｼｰﾄﾞ森林公園 市原

ｸｻﾉﾄｼﾏｻ ﾀﾅｶﾋﾄｼ ｵﾉﾂﾞｶﾂｶｻ ｷﾉｼﾀｱｷｵ ｶﾜｸﾞﾁｹﾝｼﾞ ｷﾀｸﾞﾁﾐﾂﾙ ﾀｶﾀﾞﾃﾂｵ ｲｶﾞﾗｼ　ﾋﾃﾞｵ

草野 俊正 田中 均 小野塚 司 木下 晶夫 川口 健二 北口 満 高田 哲男 五十嵐 秀夫

あやめ 京都大原 下館 名古屋港 鹿島南 よみうりｳｴｽﾄ 正眼寺 ｼｰﾄﾞ八千代

ｽﾅｶﾞｼﾞｭﾝｲﾁ ﾀｶﾊｼｺｳｷ ｱｲｻﾞﾜｷﾖｱｷ ﾅｲﾄｳﾄｼｵ ﾏﾂﾓﾄｶﾂｼﾞ ｿﾉｺｳｲﾁﾛｳ ｽｽﾞｷﾌﾐｵ

須長 順一 高橋 幸喜 會澤 清昭 内藤 俊雄 松本 勝治 園 耕一郎 鈴木 文雄

あやめ 西神戸 下館 名古屋港 鹿島南 武庫ﾉ台 名古屋広幡

ﾐﾂﾂﾞｶﾀﾈｷ ｵｵﾋｶﾞｼｼｹﾞﾉﾘ ﾀﾁﾊﾗﾄｼｵ ﾀﾁﾉﾌﾞｵｷ ｵｵｷﾞﾉﾘｵ ﾅｶﾔﾏｽｽﾑ ﾅｶﾞｲｶﾂﾐ

三塚 胤紀 大東 重則 立原 利夫 城 伸起 扇 徳男 中安 進 永井 克己

あやめ 西神戸 ｳｲﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 名古屋港 富士GH 武庫ﾉ台 名古屋広幡

ｶﾄｳｱｷﾗ ﾖｼｵｶ　ﾋﾛｶｽﾞ ｲﾄｳｻｲﾁ ｱﾀﾞﾁﾕｷｵ ﾐｶﾜ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞﾏｻｼ ｲﾜｲﾔｽﾋｻ ﾓﾘｼﾀｼﾝｲﾁ

加藤 明 吉岡 博一 伊藤 佐一 安達 幸雄 三河 順一 渡邉 正史 岩井 靖久 森下 眞一

あやめ ｼｰﾄﾞ西神戸 昭和の森 名古屋港 ｼｰﾄﾞｱﾘｼﾞ あやめ 富士GH 名古屋広幡

ｳﾁﾀﾞｷﾖｼ ｷﾑﾗﾕｳｲﾁ ｷﾖｼﾞｭﾝｲﾁ ｵｶﾞﾜﾅｵﾔｽ ｶﾉﾏﾀﾖｼﾊﾙ ﾋﾛｾﾃﾙﾔｽ ｾﾞﾝﾎﾟｳｺｳｼﾞ ﾏﾂﾓﾄ　ｴｲｼﾞ

内田 清 木村 雄一 清 順一 小川 直康 鹿俣 義春 廣瀬 照康 善方 幸次 松本 英司

八千代 名古屋港 西神戸 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 京都大原 あやめ 富士GH ｼｰﾄﾞ名古屋広幡

ｲﾜﾅﾐﾊｼﾞﾒ ﾓﾘﾔﾏｶﾈﾏｻ ｽｶﾞﾜﾗﾀｹｼ ｲﾉｳｴﾅｵｴ ﾀｹﾐｶｼﾝｼﾞ ｼﾌﾞﾔｻﾄﾙ ﾅｶﾞﾀｼｮｳｼﾞ ﾀﾆｸﾞﾁｼﾝｲﾁ

岩波 肇 守山 金正 菅原 健 井上 直衛 武甕 真司 澁谷 悟 永田 昭二 谷口 真一

ｼｰﾄﾞ清里 名古屋港 しがらきの森 千葉よみうり 京都大原 あやめ 下館 亀山

ｼﾓﾊﾀﾉﾌﾞｵ ﾆｼｶﾜｷﾖｶｽﾞ ﾓﾘﾊﾝｼﾞ ｸﾏｶﾞｲｲｻｵ ｺｼﾞﾏﾔｽﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼｴｲｼﾞ ｺﾏﾂｺｳｲﾁ ｵｶﾞﾜﾀｹｵ

下畑 信雄 西川 清数 森 判治 熊谷 勇夫 小島 康弘 小林 栄治 小松 光一 小川 竹男

鹿島南 名古屋港 よみうりｳｴｽﾄ 千葉よみうり ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ あやめ 鶴舞 亀山

ﾐｻﾜﾔｽﾋﾛ ﾌｶﾔﾀｶﾖｼ ﾅｶｷﾀﾐﾂﾉﾘ ﾄｳｼﾞｮｳﾐﾂﾋﾛ ﾔｽﾀﾞﾂﾖｼ ｼﾏﾑﾗﾏｺﾄ ﾄｸｾﾀﾀﾞｼ ﾌｼﾞｻｷｶｵﾙ

三澤 康弘 深谷 高義 中北 光則 東條 光宏 安田 強 島村 誠 徳世 忠司 藤﨑 馨

鹿島南 名古屋港 よみうりｳｴｽﾄ 千葉よみうり 高松 あやめ 大麻生 正眼寺

ｳﾀﾞｶﾞﾜﾐﾂｵ ﾀｹﾔﾏﾔｽﾉﾘ ｻﾝﾉﾐﾔﾋﾃﾞｵ ｼﾓﾀﾞｱｷﾗ ｶﾐﾆｼｹﾝｼﾞ ｴﾋﾞﾊﾗﾉﾎﾞﾙ ｾｷｸﾞﾁﾏｻﾖｼ ﾁｶｵｶﾂｷﾞｵ

宇田川 光男 武山 安徳 三野宮 秀男 下田 彰 上西 憲二 海老原 昇 関口 正喜 近岡 次男

市原 名古屋港 武庫ﾉ台 千葉よみうり 高松 あやめ 朝霞 正眼寺

ﾄﾄﾞﾛｷﾋﾃﾞｵ ｶﾈﾑﾗﾏｻﾊﾙ ﾏｽﾓﾄｷﾐｵ ｲﾉｳｴｾｲｼﾞ ﾖｼﾀﾆﾋﾛﾕｷ ｲﾄｳﾂｶｻ ｻﾄｳﾊﾙｷﾁ ﾊﾔｼｶｽﾞﾋｺ

轟 秀夫 金村 正春 増元 公男 井上 清次 吉谷 博之 伊藤 司 佐藤 春吉 林 一彦

大麻生 名古屋港 武庫ﾉ台 昭和の森 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ あやめ 朝霞 正眼寺

ﾊﾏﾀﾞﾏｻﾕｷ ｶｷﾞﾔｼｭｳｲﾁ ﾀｶｲｱｷﾋｺ ﾎﾘｴｶﾂﾐ ｾｶﾞﾜ　ﾀﾀﾞﾋﾛ ｱﾗｲｼﾝｲﾁ ﾂﾙｵｶﾄﾒｶﾂ ｲﾄｳﾊﾙｵ

濱田 正行 鍵谷 秀一 高井 昭彦 堀江 克美 瀬川 忠弘 荒井 眞一 鶴岡 留勝 伊藤 晴夫

柿の木台 名古屋港 ｱｵﾉ 昭和の森 ｼｰﾄﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｼｰﾄﾞあやめ 市原 森林公園

ﾅｶﾞﾀﾀｶｼ ｸﾛﾀﾞｼﾝｼﾞ ﾘｶﾝｼﾞｭﾝ ﾓﾁﾂﾞｷｹｲｼﾞ ﾀｶｾｶｽﾞﾋﾛ ｺﾝﾉｱｷｵ ﾔﾏｶﾜﾀﾀﾞｵ ﾌｼﾞｲﾋﾛﾌﾐ

永田 剛士 黒田 真司 李 家順 望月 敬次 高瀬 和弘 紺野 秋雄 山川 忠男 藤井 広文

富士GC 名古屋港 ｱｵﾉ 昭和の森 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ﾊｰﾓﾆｰ 森林公園

ｾｷﾊｼｺｳｲﾁ ｷﾀｶﾞﾜﾄｼﾋｺ ﾅｶﾑﾗﾐﾂﾋﾛ ﾎﾘﾉｳﾁﾖｼﾀｹ ﾔﾏﾓﾘﾃﾂﾔ ｴﾋﾞﾊﾗｶﾂﾓﾘ ｷｮｳﾑﾗﾀﾂﾋﾃﾞ

關橋 光一 北川 敏彦 中村 光浩 堀之内 佳武 山森 徹也 海老原克守 杏村 龍秀

富士GC 名古屋港 ｼｰﾄﾞｱｵﾉ 昭和の森 ｼｰﾄﾞﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 森林公園

ﾀｶﾊｼﾀｹｵ ｵｶｻﾞﾜﾊﾙｵ ﾌｼﾞﾓﾄﾐﾁﾉﾘ ｽｽﾞｷﾄｼｿﾞｳ ﾏｻｷｶｵﾙ ｺﾀﾞﾏﾉﾎﾞﾙ ｲﾉｳｴﾊﾙﾏｻ

高橋 岳男 岡澤 治男 藤本 道徳 鈴木 敏蔵 正木 薫 小玉 昇 井上 晴雅

富士GH 名古屋港 ｼｰﾄﾞよみうり 昭和の森 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 八千代 ｼｰﾄﾞ森林公園

ｼﾑﾗｺｳｲﾁ ﾏﾊﾘ　ｱﾌﾞﾗﾊﾑ ｷﾑﾗﾋﾛｼ ｼﾞﾝﾖｳｼﾞ ｼﾏﾀﾞﾀｶｼ ｳｴｸｻﾄﾖﾊﾙ ﾏｴｶﾜｹﾝｼﾞ

志村 幸一 マハリ・アブラハム 木村 博 神 羊二 島田 崇 植草 豊治 前川 建治

富士GH ｼｰﾄﾞ名古屋港 大阪 昭和の森 小杉 八千代 小杉

ｱｲﾊﾗﾔｽﾋﾛ ﾖｺﾔﾏﾅｵﾂｸﾞ ｱﾍﾞﾄﾐｵ ﾔﾅｷﾞﾓﾄ　ﾂﾈｵ

相原 康弘 横山 尚次 阿部 富男 柳本 常雄

富士GH 名古屋広幡 大阪 ｼｰﾄﾞ昭和の森

参加人数：シニア９３人、女子シニア３１人、ミッドシニア６６人

全日本シニア・女子シニア・ミッドシニアパブリック選手権　1日目ペアリング
開催コース：鹿島南蓼科ゴルフコース 2015年10月15日(木)

OUT IN

組 組

1 7:00 1 7:00

2 7:08 2 7:08

-

5 7:32 5 7:32

3 7:16 3 7:16

4 7:24 4 7:24

6 7:40 6 7:40

7 7:48 7 7:48

8 7:56 8 7:56

9 8:04 9 8:04

-

12 8:28 12 8:28 -

10 8:12 10 8:12

11 8:20 11 8:20

13 8:36 13 8:36

14 8:44 14 8:44

15 8:52 15 8:52

16 9:00 16 9:00

17 9:08 17 9:08

18 9:16 18 9:16

19 9:24 19 9:24

20 9:32 20 9:32

-

23 9:56 23 9:56 -

21 9:40 21 9:40

22 9:48 22 9:48

25 10:12 10:12 調　　整　　時　　間

24 10:04 24 10:04 -


