
.

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

ﾄﾐﾀ　ｴｲｼﾞ ﾃﾝﾗ　ﾏｻﾌﾐ ｻﾝﾉﾐﾔ　ﾋﾃﾞｵ ﾄｶｼﾞ　ﾐｷｵ ｶｷﾓﾄ　ﾏｻｶｽﾞ ｵｵﾀ　ﾀｸｲﾁ ﾀｶﾊｼ　ｺｳｷ ｵｵﾏｴ　ｼｹﾞﾕｷ

冨田 栄次 天良 正文 三野宮 秀男 戸梶 幹夫 柿本 正和 大田 卓一 高橋 幸喜 大前 繁幸
よみうりｳｴｽﾄ 湯村ｶﾝﾂﾘｰ 武庫ﾉ台 北神戸 ｱｵﾉ ﾏｽﾀｰｽﾞ 西神戸 ｱｵﾉ

ﾘ　ｶｼﾞｭﾝ ｷﾀﾉ　ﾄﾓﾕｷ ｳｴﾀﾞ　ﾄｵﾙ ﾏｽﾓﾄ　ｷﾐｵ ｺｲｽﾞﾐ　ｼｮｳｺﾞ ｶﾅﾔﾏ　ﾀｲﾁ ﾋｻﾐﾂ　ﾏｻﾌﾐ ｵｵﾆｼ　ｹｲｿﾞｳ

李 家順 北野 友之 植田 透 増元 公男 小泉 章五 金山 太一 久光 正文 大西 慶蔵
ｱｵﾉ 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ ﾏｽﾀｰｽﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうりｳｴｽﾄ 武庫の台 北神戸

ﾓﾘﾓﾄ　ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾏｻ　ｶﾂﾋｺ ﾊﾟｸ　ｿﾝｲﾙ ﾆｼｵ　ﾀﾀﾞｼ ｸﾛｶﾜ　ﾏｺﾄ ﾊｷﾞﾉ　ﾉﾘｵ ﾄｸﾔﾏ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ ｼﾌﾞﾔ　ｶﾂﾋｺ

森元 正二 友政 勝彦 朴 成一 西尾 正 黒川 誠 荻野 憲夫 徳山 英和 渋谷 勝彦
ﾏｽﾀｰｽﾞ ｱｵﾉ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 ﾏｽﾀｰｽﾞ ｱｵﾉ 西神戸 湯村ｶﾝﾂﾘｰ

7:53 7:53
ﾐﾔﾓﾄ　ﾏｻﾋﾄ ﾉｻﾞｷ　ｼｮｳｼﾞ ﾃﾞﾉ　ﾏｻｼ ｱﾘﾀ　ｸﾆｱｷ ｶﾒﾀﾞ　ｼﾝｼﾞ ｸｽﾓﾄ　ﾏｻｼ ｱｻﾀﾞ　ﾂﾖｼ ﾏﾂﾀﾞ　ﾄｼｱｷ

宮本 雅仁 野崎 彰司 出野 雅士 有田 國昭 亀田 伸治 楠本 正志 朝田 剛司 松田 敏昭
よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞ 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞ ｱｵﾉ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

ｱﾘﾁｶ　ｻｶｴ ｺﾊﾞﾔｼ　ｼﾝｺﾞ ｵｶﾞｻ　ｷﾐｵ ﾏﾂｻﾞｷ　ﾖｼﾋﾛ ﾀｼﾏ　ﾖｼﾉﾌﾞ ｲﾁﾊﾗ　ﾋﾛｼ ｸｽﾓﾄ　ｱﾂｼ ﾐﾔﾓﾄ　ﾄｼﾉﾌﾞ

有近 栄 小林 信吾 小笠 公雄 松﨑 至宏 田嶋 好信 市原 博 楠本 敦史 宮本 敏信
ﾏｽﾀｰｽﾞ ｱｵﾉ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞ

ｾﾞﾝ　ﾁﾝ ｳﾂﾉﾐﾔ　ﾏｻｷ ﾔﾏﾀﾞ　ｺｳｼﾞ ﾏﾂﾀﾞ　ﾀｶｼ ﾅｶﾆｼ　ﾋﾃﾞｷ ﾏﾂｲ　ｴｲｲﾁ ｶﾜﾀ　ﾐﾉﾙ ｻﾄｳ　ﾖｼｵ

全 珍 宇都宮 正喜 山田 浩二 松田 孝司 中西 秀樹 松井 栄一 河田 実 佐藤 善雄
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 武庫ﾉ台 大阪ﾊﾟﾌﾞ 北神戸 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原 ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山

ﾀｼﾏ　ﾄﾖﾀ ｳｴｷ　ﾖｼｶｽﾞ ﾀﾆﾓﾄ　ﾃﾂﾔ ﾅｶﾑﾗ　ｵｻﾑ ﾏｴﾅｶ　ﾐｷｵ ﾀｶｾ　ｶｽﾞﾋﾛ ﾊﾔｼ　ﾋﾛｼ ﾓﾘｼﾀ　ｽｽﾑ

田嶌 豊太 上木 美和 谷本 哲哉 中村 修 前中 幹夫 高瀬 和弘 林 博 森下 進
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｱｵﾉ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 湯村ｶﾝﾂﾘｰ 高松ﾊﾟﾌﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 岡山空港 よみうりｳｴｽﾄ

8:28 8:28
ﾅｶｼﾞﾏ　ﾀｶｼ ｲﾉｳｴ　ｶｵﾙ ﾐﾂｲ　ﾖｼｹｲ ｷｼﾓﾄ　ﾀﾂｵ ﾀﾆｵｶ　ﾖｼｵ ｶﾀｵｶ　ｼﾛｳ ｷﾇｶﾞｻ　ﾄｵﾙ ﾅｶﾓﾄ　ﾄｼﾐﾂ

中島 隆司 井上 薫 三井 吉奎 岸本 達男 谷岡 由男 片岡 司郎 衣笠 徹 中本 寿満
よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 武庫ﾉ台 大阪ﾊﾟﾌﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞ 奥津ｺﾞﾙﾌ 京都大原 高松ﾊﾟﾌﾞ

ﾏｽﾀﾆｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ ﾐﾅﾐ　ﾏｻｷ ﾌｸﾀﾞ　ﾂﾈｵ ｵｵﾔ　ﾏｻｵ ﾏﾂﾀﾞ　ﾕﾀｶ ﾎｼﾔﾏ　ﾖｼｵ ｺﾆｼ　ｶﾂﾐ ｽｽﾞｷ　ﾀﾀﾞｵ

増谷 光三郎 南 正樹 福田 律夫 大矢 政雄 松田 豊 星山 良夫 小西 克己 鈴木 忠夫
ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 奥津ｺﾞﾙﾌ 京都大原 花回廊 米子ｺﾞﾙﾌ 湯村ｶﾝﾂﾘｰ よみうりｳｴｽﾄ

ﾐﾔﾀﾆ　ﾏｻﾊﾙ ｺﾏﾂ　ｺｳｼﾞ ｻﾜﾀﾞ　ﾐﾂﾔｽ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻﾊﾙ ｲﾉﾊﾗ　ｾｲｿﾞｳ ｵﾀﾞ　ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾅﾘﾔﾏ　ｲｻﾑ

宮谷 雅春 小松 浩二 澤田 光康 小林 正治 猪原 征三 織田 秀宣 成山 勇
西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞ 米子ｺﾞﾙﾌ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 花回廊 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞ

ｵｵﾉ　ﾏｻｵ ﾊﾏｻｷ　ﾏｽﾐ ｿﾉﾀﾞ　ﾊﾙﾄｼ ｱｶｲ　ｱｷﾋﾛ ﾏﾂｳﾗ　ｲﾁｵ ｷﾉｼﾀ　ﾄﾓﾕｷ ﾖｼﾀﾞ　ﾑﾈﾊﾙ ｾｵ　ﾔｽﾌﾐ

大野 和男 濵嵜 真澄 園田 春利 赤井 明弘 松浦 市雄 木下 知行 吉田 宗治 瀬尾 保文
岡山空港 よみうりｳｴｽﾄ 武庫ﾉ台 北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 奥津ｺﾞﾙﾌ 京都大原 ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山

ﾀﾑﾗ　ﾋﾛｼ ｶﾝ　ｳ ｵｻﾞｷ　ﾕｷｵ ｺﾐﾅﾐ　ﾀｶｼ ｺｳ　ﾋﾃﾞｵ ｱﾗﾏﾂ　ﾉﾘｵ ﾏｷﾉ　ﾕﾀｶ ｱｷﾔﾏ　ﾏｻﾋﾃﾞ

田村 裕 姜 優 尾崎 幸夫 小南 隆 高 秀雄 荒松 徳夫 牧野 豊 秋山 正榮
大阪ﾊﾟﾌﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 高松ﾊﾟﾌﾞ 米子ｺﾞﾙﾌ 岡山空港 よみうりｳｴｽﾄ

9:10 9:10
ﾄﾖｼﾏ　ﾔｽｼ ﾂｼﾞ　ｶｽﾞｵ ｸﾛﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾋﾄ ｸﾎﾞﾀ　ﾀｶｼ ﾄﾓﾅﾘ　ﾖｼﾋﾛ ｻﾄｳ　ｶﾂﾕｷ ﾖｼｶﾜ　ﾋﾛﾐﾁ ﾀｶﾊｼ　ﾉﾘﾄｼ

豊島 康司 辻　和夫 黒田 信人 久保田 剛司 友成 吉広 佐藤 勝之 吉川 広道 髙橋 典利
奥津ｺﾞﾙﾌ 京都大原 西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞ 武庫の台 北神戸 大阪ﾊﾟﾌﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞ

ﾔｽﾀﾞ　ﾂﾖｼ ﾔﾏｻｷ　ﾄｼﾛｳ ﾔｽﾀﾞ　ﾉﾘｵ ﾓﾘ　ﾊﾝｼﾞ ｻｻｷ　ﾐﾂｱｷ ﾀｶﾀ　ｼﾝﾍﾟｲ ﾀｶｼﾏ　ﾋﾃﾞｲﾁ ｶﾈﾀﾞ　ｲｵﾘ

安田 強 山崎 敏郎 安田 範夫 森 判治 佐々木 光昭 高田 晋平 高島 秀一 金田 伊織
高松ﾊﾟﾌﾞ 米子ｺﾞﾙﾌ 岡山空港 よみうりｳｴｽﾄ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 西神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原

ﾅｶﾑﾗ　ﾘﾂﾛｳ ﾏｴﾀﾞ　ｱｻｼﾞ ﾓﾘﾀ　ﾏｻﾅｵ ﾅｶﾆｼ　ﾘｮｳｲﾁ ﾀﾅｶ　ｶｽﾞｵ ｲﾃﾞ　ｲｻｵ ｲｸﾞﾁ　ﾀｹｼ ｶﾜｿﾒ　ﾊﾂｵ

中村 律郎 前田 朝治 森田 雅直 中西 良一 田中 和夫 井手 功 井口 健 川染 初夫
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 高松ﾊﾟﾌﾞ ｱｵﾉ 高松ﾊﾟﾌﾞ

ﾑﾗｲ　ﾖｼﾅﾘ ﾀｹﾐｶ　ｼﾝｼﾞ ﾏﾙﾊｼ　ﾀｶｵ ﾊﾆｵｶ　ｺｳｲﾁ ｷﾑﾗ　ｲﾜﾐﾂ ﾖｼﾀﾆ　ﾋﾛﾕｷ ｷﾀｸﾞﾁ　ﾐﾂﾙ

村井 義生 武甕 眞司 丸橋 孝夫 埴岡 孝一 木村 岩光 吉谷 博之 北口 満
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原 西神戸 ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｼｰﾄﾞよみうり

9:45 9:45
ﾏﾂｼﾏ　ﾋﾄｼ ｿｳﾏ　ﾐﾂﾉﾌﾞ ﾅﾝｼﾞｮｳ　ﾉﾘｶｽﾞ ｴﾑﾗ　ﾋﾛﾂｸﾞ ﾐﾔｻﾞｷ　ﾏｻﾄ ｶﾜｳﾁ　ｼﾛｳ ﾀｶﾊｼ　ﾄｼｵ ｵｸﾞﾏ　ﾖｼﾛｳ

松島 一十四 相馬 光信 南條 式数 江村 博次 宮崎 正人 河内 志郎 髙橋 敏雄 小熊 賢郎
よみうりｳｴｽﾄ 大阪ﾊﾟﾌﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞ 瀬板の森 大阪ﾊﾟﾌﾞ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原

ﾅｶﾞｲ　ﾌﾐｵ ﾆｼｶﾜ　ｽﾐｵ ｻﾄｳ　ｸﾆｱｷ ﾔﾏﾓﾄ　ﾏﾓﾙ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ　ﾀﾂｵ ﾐﾔﾀ　ﾐﾉﾙ ｺﾞﾄｳ　ﾀｶｼｹﾞ ﾖｺﾀ　ｺｳｲﾁ

永井 文雄 西川 純央 佐藤 邦彰 山本 守 柳原 辰雄 宮田 実 後藤 高成 横田 幸一
ｼｰﾄﾞ･よみうり 大阪ﾊﾟﾌﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原 ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 高松ﾊﾟﾌﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞ

ｾﾉ　ﾖｳｿﾞｳ ｽｶﾞﾜﾗ　ﾀｹｼ ｾｶﾞﾜ　ｼｹﾞﾄｼ ﾆｼﾃﾞ　ﾏｻｼﾞ ｵｸﾑﾗ　ﾋﾛﾀｶ ﾀﾅｶ　ﾔｽﾐﾂ ﾀﾅｶ　ﾋﾄｼ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾂﾄﾑ

瀬野 洋三 菅原 健 瀬川 恵稔 西出 雅次 奥村 弘尊 田中 康光 田中 均 小林 勉
松山小野 ｼｰﾄﾞ･しがらき 高松ﾊﾟﾌﾞ ｼｰﾄﾞ北神戸 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原 シード北神戸

ｶﾜﾑﾗ　ﾂﾄﾑ ﾆｲﾐ　ｲｻｵ ｶﾜｻｷ　ﾋｻｼ ﾅｶｷﾀ　ﾐﾂﾉﾘ ﾔﾏﾀﾞ　ｱｷﾗ ｵﾀﾞｷﾞﾘ　ﾏｻﾊﾙ ﾑﾗｶﾐ　ﾖｼﾄﾐ

川村 勉 新見 功 川崎 寿 中北 光則 山田 章 小田桐 正治 村上 義富
松山小野 高松ﾊﾟﾌﾞ 瀬板の森 よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山

参加人数：79人 ｴﾆｼ　ﾋﾛﾌﾐ ｼｷﾑﾗ　ﾄｼﾂｸﾞ ﾐｽﾞﾉ　ｼﾝｲﾁ

江西 博文 鋪村 俊次 水野 進一
高松ﾊﾟﾌﾞ 松山　小野 ｼｰﾄﾞよみうり

参加人数：81人

21 10:20 -

20 10:13 20 10:13 -

18 9:59 18 9:59

19 10:06 19 10:06

調　　整　　時　　間

17 9:52 17 9:52

16 9:38 16 9:38

調　　整　　時　　間

14 9:24 14 9:24

15 9:31 15 9:31

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

13 9:17 13 9:17

11 8:56 11 8:56

12 9:03 12 9:03

9 8:42 9 8:42

10 8:49 10 8:49

調　　整　　時　　間

8 8:35 8 8:35

7 8:21 7 8:21

調　　整　　時　　間

5 8:07 5 8:07

6 8:14 6 8:14

調　　整　　時　　間

4 8:00 4 8:00

3 7:46 3 7:46

調　　整　　時　　間

第２２回全日本シニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技

開催コース：マスターズゴルフ倶楽部 2016年9月20日(火)

シニア ミッドシニア

中コース→西コース 西コース→東コース

7:32

2 7:39 2 7:39

組 組

1 7:32 1

西日本地区決勝 １日目ペアリング
第１３回全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


