
開催日 : 平成29年6月26日（月）
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安達　幸雄 中島　仁三 岡田　英明 増田　勝治 中原　　毅 厚見　信一郎
名古屋港 千葉よみうり 名古屋広幡 昭和の森 正眼寺 グランドオーク

矢島　　茂 三河　順一 中村　律郎 土居　正彦 扇　　徳男 清水　勝利
昭和の森 アリジ ダンロップ 高松 富士グリーンヒル WF森林公園

森川　友晴 戸梶　幹夫 青木　克浩 高野　幹雄 水野　恭孝 高島　秀一 岩波　　肇
名古屋広幡 北神戸 市原 小杉 名古屋広幡 ベアズパウジャパン 富士・山中湖

熊谷　勇夫 小田桐　正治 井上　真一 小林　徳弘 笹川　康博 森田　　實 小野田　篁 小澤　　達
千葉よみうり ベアズパウジャパン 正眼寺 朝霞 北神戸 名古屋港 名古屋広幡 紫あやめ36

深谷　高義 出浦　　功 澄川　和登 山森　徹也 西原　清二 安田　　進 光森　勝利 松本　修八
名古屋港 富士・山中湖 名古屋広幡 ダンロップ 正眼寺 市原 岡山空港 WF森林公園

中川　雅義 杉原　吉彦 荷川取　正剛 磯部　泰邦 佐々木　龍美 白山　和彦 青木　武人 河内　志郎
富士・山中湖 京都大原 富士グリーンヒル 名古屋広幡 千葉よみうり 名古屋港 亀山 コート・ベール徳島

寺師　丈二 名嘉眞　隆 大久保　敏和 南　　二郎 大西　育夫 小向　廣壽 山本　　清 地宗　哲雄
マーメイド福山 名古屋広幡 八千代 グランシエロ 米子 名古屋広幡 朝霞 WF森林公園

小林　且雄 峪口　　幸 渡辺　武男 内田　　裕 山川　敬止 伊藤　　茂 佐藤　勝美 田中　和夫
紫あやめ36 ベアズパウジャパン 名古屋港 よみうりG グランシエロ よみうりG 名古屋港 マーメイド福山

大参　幹雄 大川戸　弘治 内藤　良司 増谷　光三郎 山口　義夫 入木　一之 浅井　　覚 高橋　克彦
名古屋港 昭和の森 WF森林公園 シード・コート・ベール徳島 名古屋広幡 奥津 正眼寺 八千代

前川　建治 澤邊　　彰 中島　隆司 山川　忠男 埴岡　孝一 伊藤　義美 近藤　長久 岡　　英文
シード・小杉 紫あやめ36 よみうりウエスト ウィンザーパーク アオノ WF森林公園 昭和の森 亀山

澤村　治道 川端　　敏 菊池　善次 赤井　明弘 會沢　清昭 髙田　哲男 水野　進一 近藤　　羅
昭和の森 シード・名古屋港 シード・ハーモニーヒルズ 大阪 オールドオーチャード 正眼寺 ダンロップ 名古屋広幡

西川　清数 長田　和正 山田　一成 三上　久貢 天野　和雄 福島　克彦 小川　竹男 井手　　功
WF森林公園 アリジ 霞南 八千代 名古屋港 妻沼 亀山 高松

神谷　悠朗 青木　清治 森園　良二 山岡　照明 福島　順信 沼田　均二 井上　量博
名古屋港 グランシエロ 朝霞 京阪 紫あやめ36 霞南 小松

西口　則雄 五味　俊彦 臼井　隆志 南　　正樹 冨田　　昇 五十川　康雄 菅原　　健 佃　　恒夫
グランシエロ 紫あやめ36 前橋 京都大原 八千代 名古屋港 北神戸 アリジ

澤田　信弘 志村　和彦 志水　重哉 衣笠　洋司 齋藤　光男 小池　　稔 伊藤　正幸 吉川　広道
よみうりG 武庫ノ台 名古屋広幡 シード・霞南 市原 グランシエロ 紫あやめ36 大阪

羽鳥　賢次 松本　英司 三井　吉奎 武山　安徳 河合　武久 松浦　市雄 杉本　敏信 菅原　義之
昭和の森 シード・名古屋広幡 シード・武庫ノ台 正眼寺 正眼寺 ベアズパウジャパン 小杉 朝霞

金原　好隆 近岡　次男 善方　幸次 藤本　道徳 中安　　進 川本　保文 冨永　正夫 吉見　本弘
シード・名古屋港 正眼寺 富士グリーンヒル よみうりウエスト 武庫ノ台 WF森林公園 昭和の森 名古屋広幡

關橋　光一 江西　博文 林　　建治 ﾏﾊﾘ ｱﾌﾞﾗﾊﾑ 岩田　義則 田中　憲治 髙田　晋平 長屋　剛弘
富士・山中湖 コート・ベール徳島 小杉 シード・WF森林公園 那須野ヶ原 名古屋港 西神戸 正眼寺

水野　憲治 神　　羊二 廣井　栄二 武甕　眞司 溝口　親朋 佐藤　一郎 宮村　　晃 中山　　旭
正眼寺 昭和の森 シード・八千代 シード・京都大原 WF森林公園 下館 名古屋広幡 大阪

土田　恭章 藤本　房由 徳世　忠司 小野　充雄 石原　光浩 林　　一彦 鶴岡　留勝 古賀　　勲
昭和の森 京都大原 富士・山中湖 名古屋広幡 千葉よみうり 正眼寺 市原 名古屋広幡

田中　鋭郎 眞﨑　敏寛 山本　　守 野﨑　寿之 村井　義生 広野　幾男 中村　　明 西口　道明
WF森林公園 千葉よみうり 京都大原 昭和の森 ベアズパウジャパン 昭和の森 朝霞 名古屋広幡

小林　数誉 伊藤　　明 星野　　一 鈴木　武正 岩井　正一 岡本　正彦 森下　眞一 大野　新司
コート・ベール徳島 名古屋広幡 富士・山中湖 名古屋港 八千代 岡山空港 名古屋広幡 デイスター

谷内　三千夫 笠井　浩一 三浦　　吉 山崎　敏郎 小泉　信和 三宅　光男 榎本　　盛 尾崎　幸夫
よみうりG アリジ 正眼寺 米子 富士グリーンヒル WF森林公園 市原 コート・ベール徳島

藤崎　　馨 若菜　　茂 井上　晴雅 藤本　祥治 玉川　　実 清水　茂義 松岡　秋則 百田　桂一
正眼寺 ムーンレイク市原 名古屋港 よみうりウエスト シード・正眼寺 名古屋広幡 マーメイド福山 妻沼

江藤　新作 水上　敏美 森尻　昭彦 茂泉　勝夫 藤　　浩一 中西　秀樹 富田　　実 小田　　丞
守礼 亀山 妻沼 WF森林公園 名古屋広幡 コート・ベール徳島 ハーモニーヒルズ 小杉

山崎　吾朗 松原　和之 竹田　康雄 山田　和則
シニア グランドシニア 米子 小杉 名古屋広幡 富士グリーンヒル

平成29年度
        第1回　全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権

スタート組合わせ表

名古屋広幡ゴルフコース

OUT  （No.1 Tee） IN  （No.10 Tee)

        第23回　　全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権

組
スタート
時    間 組

スタート
時    間

1 7:00 1 7:00

2 7:07 2 7:07

3 7:14 3 7:14

4 7:21 4 7:21

5 7:28 5 7:28

6 7:35 6 7:35

STARTER'S  TIME STARTER'S  TIME

7 7:49 7 7:49

8 7:56 8 7:56

9 8:03 9 8:03

10 8:10 10 8:10

11 8:17 11 8:17

12 8:24 12 8:24

STARTER'S  TIME STARTER'S  TIME

13 8:38 13 8:38

14 8:45 14 8:45

15 8:52 15 8:52

16 8:59 16 8:59

17 9:06 17 9:06

18 9:13 18 9:13

STARTER'S  TIME STARTER'S  TIME

19 9:27 19 9:27

20 9:34 20 9:34

21 9:41 21 9:41

22 9:48 22 9:48

10:16

23 9:55 23 9:55

24 10:02 24 10:02

◇病気その他の理由で参加を取りやめる場合は、必ず事前に開催コースにご連絡下さい。℡0565-48-1551

◇欠席者があった場合は、組合せ及びスタート時間を変更することがあります。

◇クラブハウスの開場は6時00分とします。練習場の開場も同時刻とします。

26 10:23

STARTER'S  TIME STARTER'S  TIME

25 10:16 25


