
（水） 於： 正眼寺カントリークラブ

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。

正眼寺 定光寺名古屋広幡 名古屋港

林義博 伊藤高秀 櫻井カハラ 松井諒哉

名古屋広幡 WF森林公園

23 10:07

亀山 正眼寺 名古屋港 WF森林公園 名古屋港 正眼寺

椎名将大 松岡直樹 柴田大輔 松山阜司

名古屋港 名古屋広幡

22 10:00 22 10:00

名古屋港 正眼寺 名古屋広幡 亀山 正眼寺 北陸GH

浅野高浩 永井直樹 山田倖太郎 阪口正和

近藤港 東恭平 阪野智久 渡辺紳一郎

WF森林公園 名古屋港

21 9:52 21 9:52

名古屋広幡 WF森林公園 定光寺 名古屋港 正眼寺 亀山

伊藤俊行 信田風樹 鈴木堅弌 田中翔

穴井元紀 山中頌 内藤智 児玉健太郎 西川清数 山村憲人

名古屋港 正眼寺

20 9:45 20 9:45

WF森林公園 名古屋港 正眼寺 小松 名古屋広幡 小松
19 9:37

三宅勇輝 山崎亮

小澄敏也 青山晃大 藤田輝人 牧田一来 足立一樹 越田輝行
19 9:37

湯原光 大脇僚哉

調 整 時 間 調 整 時 間

正眼寺 小杉シード・名古屋広幡 正眼寺 アリジ 名古屋港 名古屋港 名古屋広幡

金子駆大 原田英明 吉田廉 鈴木謙太郎

名古屋港 正眼寺

18 9:22 18 9:22

正眼寺 アリジ 名古屋港 名古屋広幡 シード・グランシエロ WF森林公園

森田匠海 朝日耕人 藤岡壱成 山本敦

伊藤刻矢 マハリ・アブラハム 平沼宏康 黒田智之

アリジ 名古屋港

17 9:15 17 9:15

名古屋広幡 名古屋港 WF森林公園 亀山GC 名古屋広幡 小杉

門田健太郎 福田孔思 鈴木優太 杉浦茂樹

上田敦士 小棹美徳 阪口亮太 荒木義和

正眼寺 WF森林公園

16 9:07 16 9:07

北陸GH 亀山 名古屋広幡 名古屋港 名古屋広幡 名古屋港

伊奈諒哉 服部雅也 細屋誠 辻田晴也

鈴木千貴 神谷茂 竹内優騎 三尾秀也

小松 定光寺

15 9:00 15 9:00

小杉 名古屋港 WF森林公園 名古屋広幡 名古屋港 WF森林公園

灰谷幸家 明石晋 藤浩一 永田剛士

坂本雅実 築山一佳 加藤大晴 河端将汰 東野雄樹 加藤敏治

名古屋港 名古屋広幡

14 8:52 14 8:52

名古屋広幡 アリジ 名古屋港 WF森林公園 正眼寺 WF森林公園
13 8:45

野村昂生 大岩正和

蟹江俊郎 山田達矢 近藤歳宗 有本智 堀江典央 藤原充徳
13 8:45

大原功治郎 久米洋平

調 整 時 間 調 整 時 間

WF森林公園WF森林公園 正眼寺 岐阜中央 名古屋港 亀山 名古屋港

山田航 大堀憂也 廣田和也

正眼寺 名古屋港

12 8:30 12 8:30

名古屋港 北陸GH 正眼寺 亀山 WF森林公園 名古屋広幡

神田修平 服部真浩 長谷川貴優 播口真午

栗生昭仁 小原景 棚橋舜 石井雅也

名古屋港 アリジ

11 8:22 11 8:22

正眼寺 WF森林公園 名古屋港 岐阜中央 名古屋広幡 正眼寺

岡野公則 灰谷幸宏 長間絢音 石垣敢大

鈴木滉世 河内昭博 五十部大五郎 山口鉄平

WF森林公園 名古屋広幡

10 8:15 10 8:15

名古屋広幡 名古屋港 小松 正眼寺 正眼寺 名古屋港

鈴木將夫 黒澤司人 石原忍 中川万龍

藤田尚人 森田裕二 茂泉勝夫 須藤大和

名古屋港 WF森林公園

9 8:07 9 8:07

名古屋港 正眼寺 名古屋港 WF森林公園 小杉 正眼寺

伊藤雅和 高橋太陽 中嶋大静 鵜飼孝光

松下有希 金城五貴 片山茂樹 中村憲司

正眼寺

8 8:00 8 8:00

名古屋港 名古屋広幡 アリジ 名古屋港 名古屋広幡

太田大士 安達大空 加藤大博 鈴木勝美

調 整 時 間 調 整 時 間

7 7:52 7 7:52
粂野俊之 伊藤太一 北添海翔 兼井佑輔 浅井大和 田中一彦

北陸GH
6 7:37

兼松利幸 佐川元規

山田基将 沼口隼大

光山尚宏 片岡幸大
6 7:37

山田祐嗣 加藤拓 大橋聖司 竹内祐彦
WF森林公園 名古屋港 正眼寺 名古屋港 正眼寺 WF森林公園 名古屋港

5 7:30
山本裕士 金子昊正

5 7:30
西川博 澤田英幸 濱野太生輝 吉浦徹

正眼寺 名古屋港 亀山 名古屋広幡 名古屋広幡 正眼寺 亀山 名古屋港

WF森林公園
4 7:22

鬼頭伸幸 金原萬

酒井進 黒田真司

宇佐美友亮 梶原祥一
4 7:22

飯田健二 山内一輝 市川護 柿原裕二
名古屋港 正眼寺 名古屋広幡 WF森林公園 正眼寺 名古屋港 名古屋広幡

3 7:15
笠原義也 堀口典弘

3 7:15
小川正信 加藤祐滋 加藤遼也 平松厳

正眼寺 名古屋広幡 名古屋港 WF森林公園 正眼寺 名古屋港 名古屋広幡 名古屋港

小松
2 7:07

神戸哲哉 猪原嘉晴

木下弘志 加藤万明

内藤浩二 中嶋太造
2 7:07

南二郎 岡伸樹 村山金吾 呉宮仁鎬
亀山 名古屋港 正眼寺 アリジ WF森林公園 名古屋広幡 名古屋港

1 7:00
河野尚裕 青木栄吉

1 7:00
村田裕 池内優 及川清 佐藤浩志
名古屋港 WF森林公園 名古屋広幡 正眼寺 名古屋広幡 名古屋港 正眼寺 名古屋港

氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

平成29年度
全日本アマチュアゴルファーズ選手権

中部日本地区決勝　組合せ並びにスタート時刻表

開催日： 平成29年5月17日

OUT（ No.1　Tee ） I N（ No.10　Tee ）

氏　　名 氏　　名


