
OUT（ No.1　Tee ） I N（ No.10　Tee ）

組 時刻 組 時刻

7:45 7:45

8:37 8:37

9:30 9:30

備　考 １．欠場者のあった場合は、組み合わせおよびスタート時刻を変更することがある。

２．病気等のため参加を取り止める場合は、必ず大会事務局（正眼寺カントリークラブゴルフ場内：0574-29-1891）へ連絡すること。

氏　　名 氏　　名

1 7:00 1 7:00

氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

平成28年度
第22回中部日本シニア・女子シニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技

第13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
組合わせ並びにスタート時刻表

開催日： 平成28年9月27日 （火） 於： 正眼寺カントリークラブ

野田　正伸 江平　強吉田　有吉郎 髙橋　健児 川村　淳一 東谷　一弘 五十川　康雄 大田　照己

別所　圭右 小林　正一 神原　慎吾 鈴木　伴成 長阪　良造 前　和宏

WF森林公園 亀山

2 7:07 2 7:07

名古屋広幡 名古屋港 グランシエロ 正眼寺 名古屋港 名古屋広幡

名古屋港 グランシエロ

3 7:15 3 7:15

グランシエロ 小松 名古屋港 名古屋広幡 名古屋広幡 正眼寺

山本　仁六 小池　稔

寄田　正幸 宮﨑　清一三浦　吉 大西　好平 神野　勝美 金原　好隆 眞田　保夫 茂泉　勝夫

川口　晃一 西口　道明 金森　和之 大澤　芳己 坂田　完治 岡島　勝征

名古屋広幡 アリジ

4 7:22 4 7:22

定光寺CC グランシエロ 名古屋広幡 名古屋港 正眼寺 WF森林公園

亀山 名古屋広幡

5 7:30 5 7:30

亀山GC 名古屋広幡 正眼寺 グランシエロ 名古屋港 正眼寺

川村　幹春 鈴木　文雄

犬飼　清三 今津　文雄渡辺　伸幸 藤松　賢介 中上　進 山口　龍二 中村　義一

古賀　勲 渡辺　武男 末　純一郎 田畑　守則 大井　浩 坪井　孝昭

名古屋港 正眼寺

6 7:37 6 7:37

正眼寺 アリジ 名古屋港 WF森林公園 名古屋広幡

正眼寺 WF森林公園名古屋広幡 名古屋港 WF森林公園 グランシエロ グランシエロ 名古屋港

土田　貢 兼松　一彦

友安　京三 青山　育雄

調 整 時 間 調 整 時 間

西川　清数 石原　伸行 宮島　晴之 鈴木　武正 髙田　哲男 原田　吉久
7 7:52

森下　眞一 加藤　明 石川　一正 石川　正直 住本　政弥 西原　清二

名古屋港 WF森林公園

8 8:00 8 8:00

WF森林公園 亀山GC 正眼寺 名古屋港 正眼寺 小杉

名古屋広幡 名古屋港

7 7:52

9 8:07 9 8:07

正眼寺 北陸GH 名古屋港 名古屋広幡 小松 正眼寺

杉浦　梅次 清水　吉仲

岡田　勝行磯部　泰邦 中川　盛満 鍵谷　修一 稲垣　義博 大柿　清春 横山　尚次

大森　信男 大野　悟朗 深谷　高義 国枝　昭人 清田　巧

名古屋港

10 8:15 10 8:15

名古屋広幡 グランシエロ 名古屋港 WF森林公園 名古屋広幡 定光寺

アリジ WF森林公園

11 8:22 11 8:22

亀山GC 正眼寺 名古屋港 名古屋港 正眼寺

太田　清一 熊谷　任

伊藤　貢 平原　正満近藤　英樹 間瀬　俊晴 福崎　伸吉 小川　正伸 鈴木　和之 西原　憲明

平野　勝義 畑中　伸章 伊藤　晴夫 近藤　隆典 宮本　賢一 村林　直利

亀山 正眼寺

12 8:30 12 8:30

名古屋広幡 名古屋港 WF森林公園 正眼寺 名古屋港 WF森林公園

名古屋港 グランシエロ正眼寺 グランシエロ 名古屋港 名古屋広幡 正眼寺 グランシエロ

水野　憲治 山川　敬止

山形　修 安江　正和

調 整 時 間 調 整 時 間

村田　政彦 大参　幹雄 小山　正行 三河　順一 鶴見　瑞夫 鈴木　経男
13 8:45

児島　宏治 笠井　浩一 西井　良裕 大森　幹夫 吉川　廣司 永井　克己

名古屋広幡 正眼寺

14 8:52 14 8:52

WF森林公園 名古屋港 名古屋広幡 アリジ 小杉 名古屋港

名古屋港 WF森林公園

13 8:45

15 9:00 15 9:00

正眼寺 アリジ グランシエロ 小松 正眼寺 名古屋広幡

山田　晴美 下山　公夫

大倉　秀一 青木　謙侍井上　晴雅 八木　敏和 宮崎　敏彦 田中　鋭郎 南　二郎

武山　安徳 大山　博嗣 藤野　大造 伊藤　睦夫 藤崎　馨 小島　朋広

名古屋港 名古屋広幡

16 9:07 16 9:07

名古屋港 名古屋広幡 アリジ WF森林公園 グランシエロ

WF森林公園 名古屋港

17 9:15 17 9:15

シード名古屋港 グランシエロ アリジ 正眼寺 正眼寺 シード名古屋広幡

内藤　良司 金子　昊正

近藤　羅 吉田　一男島田　崇 玉川　実 松葉　勇造 志水　重哉 安達　幸雄 高浪八州夫

岡澤　治男 西口　則雄 河合　隆介 小笠原　学 青島　一雄 城　伸起

名古屋広幡 亀山

18 9:22 18 9:22

シード小杉 正眼寺 定光寺 名古屋広幡 シード名古屋港 小杉

正眼寺 小松シード名古屋港 グランシエロ 名古屋広幡 WF森林公園 WF森林公園 シード名古屋港

片岡　史郎 塚田　信一

片山　眞次 吉田　哲守

調 整 時 間 調 整 時 間

架谷　八郎 浜田　一邦 マハリ　アブラハム 松田　光雄 柴田　正 佃　恒夫19 9:37

北川　敏彦 来場　達也 前川　建治 辻田　昭吾 前田　知次 髙木　清美

正眼寺 名古屋港

20 9:45 20 9:45

小松 正眼寺 WF森林公園 小杉 WF森林公園 アリジ

名古屋港 定光寺

19 9:37

21 9:52 21 9:52

シード名古屋港 北陸GH 小杉 正眼寺 名古屋広幡 正眼寺
森田　實 小林　利治

小川　竹男 近藤　俊光赤坂　壽彦 黒田　真司 伊藤　明 伊藤　俊夫 中原　毅 後藤　幹夫

川端　敏 林　建治 矢嶌　政博 伊藤　正達 林　さち子 山田　伸子

亀山 WF森林公園

22 10:00 22 10:00

正眼寺 シード名古屋港 名古屋広幡 亀山 正眼寺 名古屋広幡

名古屋港 小杉

23 10:07 23 10:07

名古屋港 小　杉 正眼寺 名古屋広幡 シード森林公園 正眼寺
櫛田　良子 川田

カワダ

　千沙
チサ

菊川由美子 上野　昌代松原　和之 金村　正春 林田　哲博 近藤　顕一 堀田裕美子 宮西　裕子

酒井　美喜 永山　恵子

グランシエロ WF森林公園

24 10:15
太田　明美 岩間　智子

小杉 WF森林公園 正眼寺 名古屋港 シード名古屋広幡 名古屋港

鎌田真奈美 山村　則子 杉浦　かよこ 先川美智代

シード名古屋港 アリジ 正眼寺 名古屋広幡

25 10:22

名古屋港 WF森林公園 名古屋広幡 グランシエロ

石川　孝子 杉浦フミ子 宇野　優子 内田　宏枝

シード名古屋港 グランシエロ 正眼寺 WF森林公園

26 10:30


