
開催コース：サンクチュアリ霞南ゴルフ倶楽部 . 2016年10月12日(水)

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 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース

松島 一十四 中川 雅義 渡辺 良隆 森下 眞一 安田 範夫 海老原 克守 松尾 源久 伊藤 明

よみうりｳｴｽﾄ 富士GC 八千代 正眼寺 岡山空港 ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 八千代 名古屋広幡

松原 和之 広野 幾男 布施 政勝 尾崎 幸夫 川端 敏 五味 俊彦 宮 敏夫 村井 義生

小杉 昭和の森 紫あやめ36 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 名古屋港 富士GC 紫あやめ36 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

菊池 善次 西口 則雄 姜 優 植吉 泰光 岩井 靖久 島田 崇 中村 律郎 大川 厚志

ﾊｰﾓﾆｰ ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ﾏｽﾀｰｽﾞ 市原 富士GH ｼｰﾄﾞ小杉 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 紫あやめ36

宇都宮 正喜 前田 裕司 関口 正喜 深谷 高義 赤井 明弘 鈴木 正信 紺野 秋雄 金原 好隆

武庫の台 ﾃﾞｲｽﾀｰ 朝霞 名古屋港 北神戸 霞南 ｳｨﾝｻﾞｰ 名古屋港

前川 建治 片野 由次 森園 良二 前田 正雄 玉川 実 角田 秀嗣 熊谷 勇夫 柳本 常雄

小杉 昭和の森 朝霞 紫あやめ36 正眼寺 昭和の森 千葉よみうり 昭和の森

八木沼 仁 佐藤 邦彰 松葉 勇造 望月 敬次 小川 直康 前田 朝治 三河 順一 坂本 光司

ｳｨﾝｻﾞｰ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 定光寺CC 昭和の森 ｼｰﾄﾞ：ﾑｰﾝ市原 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱﾘｼﾞ 紫あやめ36

三井 吉奎 和田 博之 廣井 栄二 増谷 光三郎 高橋 岳男 堀江 克美 辻田 昭吾

武庫の台 千葉よみうり 八千代 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 丘の公園清里 富士GC 正眼寺

北川 敏彦 金井 次男 大矢 政雄 三浦 正博 マハリアブラハム 山田 秀樹 西尾 正 金子 清

ｼｰﾄﾞ名古屋港 霞南 京都大原 千葉よみうり WF森林公園 紫あやめ36 北神戸 昭和の森

徳世 忠司 衣笠 洋司 西川 清数 臼井 隆志 鯨井 章 宮島 晴之 荒井 眞一

シード・大麻生 霞南 WF森林公園 古河 紫あやめ36 正眼寺 紫あやめ36

神 羊二 及川 克彦 金村 正春 森 一夫 清 順一 小豆野 修 大参 幹雄 佐藤 治嗣

シード・昭和の盛 富士GH WF森林公園 紫あやめ36 シード・西神戸 昭和の森 名古屋港 紫あやめ36

松本 英司 大内田慎一郎 久保田 剛司 山田 健一 永田 昭二 東條 光宏 近藤 顕一 清水 雅英

ｼｰﾄﾞ：名古屋広幡 八千代 高松ﾊﾟﾌﾞ 紫あやめ36 シード・下館 ｼｰﾄﾞ：千葉よみうり 名古屋港 富士GC

町田 元一 山形 修 高瀬 和弘 和泉 信四郎 安田 進 内藤 良司 佐藤 善雄 鈴木 文雄

八千代 名古屋広幡 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 八千代 市原 WF森林公園 ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 名古屋広幡

宮田 実 佐藤 春吉 小池 稔 草野 俊正 三塚 胤紀 近藤 羅 神田 錦司 織田 秀宣

高松ﾊﾟﾌﾞ 朝霞 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 紫あやめ36 ｼｰﾄﾞ：紫あやめ36 名古屋広幡 朝霞 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

水野 憲治 小池 健久 楠本 正志 田村 眞 柿本 正和 菴木 文雄 小川 竹男 豊 正光

名古屋港 富士GC 高松ﾊﾟﾌﾞ 霞南 ｱｵﾉ 紫あやめ36 亀山GC 紫あやめ36

岩井 正一 奥村 弘尊 立原 利夫 南 二郎 横山 尚次 鈴木 久男 中西 秀樹 島村 誠

八千代 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 紫あやめ36 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 定光寺CC 市原 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 紫あやめ36

高島 秀一 堀内 豊 城 伸起 山﨑 英雄 岩波 肇 小田桐 正治 関谷 修二 大柿 清春

ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 富士GC ｼｰﾄﾞ名古屋港 紫あやめ36 富士見高原 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 紫あやめ36 名古屋広幡

小林 利治 佐藤 充 高田 晋平 伊藤 正幸 大田 卓一 小澤 敬博 五十川 康雄 大賀 喜夫

定光寺CC 千葉よみうり 西神戸 八千代 ﾏｽﾀｰｽﾞ 霞南 名古屋港 昭和の森

佐藤 勝美 清田 巧 出竹 勇 木下 知行 松本 勝治 髙木 清美 山崎 友義 小林 勉

ｼｰﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｼｪﾛ 正眼寺 富士見高原 奥津ｺﾞﾙﾌ シード・鹿島南蓼科 正眼寺 紫あやめ36 ｼｰﾄﾞ北神戸

俵 聖徳 茂泉 勝夫 古澤 章司 大西 慶蔵 大東 重則 土屋 知廣 山川 敬止 中原 毅

シード・紫あやめ36 WF森林公園 JGM宇都宮 北神戸 シード・西神戸 ｼｰﾄﾞ：紫あやめ36 ｼｰﾄﾞｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 正眼寺

西田 進 高橋 克彦 西原 清二 横田 幸一 黒木 蘭 渡辺 のり子 内田 宏枝 飯室 浩子

シード・よりうりｳｴｽﾄ 八千代 正眼寺 大阪ﾊﾟﾌﾞ 紫あやめ36 北神戸 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 霞南

上村 ひろみ 幸塚 由紀 堀田 裕美子 坂本 なおみ 君塚 桂子 櫛田 良子 渡辺 初節 濵口 玲子

ｼｰﾄﾞ：ｵｰﾁｬｰﾄﾞ ｱｵﾉ ｼｰﾄﾞ名古屋広幡 紫あやめ36 ｼｰﾄﾞ：市原 名古屋港 富士GC よみうりｳｴｽﾄ

小田倉富士子 山村 則子 大村 恵子 浜 裕子 加藤 仁美 畑中 朝子 先川 美智代 福家 淳子

ｼｰﾄﾞ：紫あやめ36 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 昭和の森 ｼｰﾄﾞ米子 シード・朝霞 市原 WF森林公園 紫あやめ36

武田 妙子 植村 三枝 太田 明美 横須賀 恵子 今井 啓子 金田 康子 梶田 由美子

ｼｰﾄﾞ：紫あやめ36 紫あやめ36 ｼｰﾄﾞ名古屋港 紫あやめ36 ｼｰﾄﾞ：紫あやめ36 紫あやめ36 米子ｺﾞﾙﾌ

花井 正子 渡部 美弥子 大橋 恵美 豊崎 幸子

ｼｰﾄﾞ：名古屋港 よみうりｳｴｽﾄ 米子ｺﾞﾙﾌ 紫あやめ36 スタート順（各競技ＯＵＴ、ＩＮスタート）

組合せ及びスタート時刻は欠席者のあった場合変更することがある。 シニア
↓
ミッドシニア
↓
女子シニア

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
第22回全日本女子シニアパブリックアマチュアゴルフ選手権
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

１日目組合せ及びスタート時刻表（参加者：シニア86名、女子シニア31名、ミッドシニア68名）

OUT IN

組 組

1 7:00 25 7:00

2 7:08 26 7:08

3 7:16 27 7:16

4 7:24 28 7:24

5 7:32 29 7:32

6 7:40 30 7:40

8:04 -

7:48

8 7:56 32 7:56

10 8:12 34 8:12

7 7:48 - 31

9 8:04 33

11 8:20 35 8:20

12 8:28 36 8:28

13 8:36 37 8:36

14 8:44 38 8:44

15 8:52 39 8:52

16 9:00 40 9:00

17 9:08 41 9:08

18 9:16 42 9:16

19 9:24 43 9:24

20 9:32 44 9:32

21 9:40 45 9:40

-

24 10:04

22 9:48 46 9:48

23 9:56 47 9:56


