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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

正眼寺 WF森林公園 名古屋港 WF森林公園 正眼寺 小松 名古屋広幡

亀山 正眼寺 名古屋広幡 亀山 正眼寺 WF森林公園 小杉

アリジ 正眼寺 名古屋港 小杉 正眼寺 名古屋広幡 アリジ 名古屋港

WF森林公園 亀山 名古屋広幡 小杉 小杉 WF森林公園 名古屋港 正眼寺

正眼寺 名古屋広幡 アリジ WF森林公園 名古屋広幡 名古屋港 WF森林公園 亀山

名古屋広幡 名古屋港 WF森林公園 定光寺 アリジ 正眼寺 名古屋広幡 小杉

正眼寺 名古屋広幡 WF森林公園 名古屋港 小杉 正眼寺 名古屋港 亀山

名古屋広幡 亀山 名古屋港 正眼寺 名古屋広幡 アリジ WF森林公園 名古屋港

WF森林公園 名古屋港 小杉 アリジ 正眼寺 名古屋港 名古屋広幡 定光寺

亀山 名古屋港 名古屋広幡 正眼寺 亀山 WF森林公園 正眼寺 名古屋広幡

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

小松 名古屋広幡 アリジ WF森林公園 名古屋港 名古屋広幡 WF森林公園 小杉

WF森林公園 名古屋広幡 アリジ 名古屋港 アリジ 正眼寺 小松 名古屋広幡

アリジ WF森林公園 名古屋港 名古屋広幡 正眼寺 WF森林公園 名古屋広幡 亀山

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

アリジ 名古屋広幡 正眼寺 シード・名古屋港 WF森林公園 シード・名古屋港 名古屋広幡 名古屋港

シード・グランシエロ WF森林公園 名古屋港 名古屋広幡 名古屋広幡 シード・WF森林公園 正眼寺 アリジ

名古屋広幡 アリジ シード・ＷＦ森林公園 名古屋港 シード・名古屋広幡 名古屋港 WF森林公園 小杉

正眼寺 シード・名古屋広幡 名古屋広幡 WF森林公園 名古屋広幡 定光寺 正眼寺 名古屋港

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

小杉 名古屋広幡 WF森林公園 アリジ 名古屋港 名古屋広幡 亀山 WF森林公園

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

アリジ 正眼寺 名古屋広幡 名古屋港 小杉 正眼寺 名古屋広幡 アリジ

正眼寺 名古屋広幡 名古屋港 WF森林公園

平成29年度
第23回 中部日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権
第14回 中部日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権

地区決勝スタート組合せ表
名古屋広幡ゴルフコース 2017年9月25日(月)

OUT IN

組 組

1 7:00 中坪　周二 吉見　本弘 菅原　忠良 塚田　信一 渡辺　利二

2 7:07 吉田　一男 眞田　保夫 市川　誠治 2

1 7:00 野上　一美 小川　正信

7:07 荒川冨士行 松矢　幸丸

杉本　敏信 3

荒木　正光 本郷　　裕

3 7:14 和田　忠彦 今泉　好象 吉田　正弘 長谷　義信 犬飼　清三7:14 岸　　　昭 後藤　敏夫

7:21 銭谷　秀明 余語　敏治 加藤　雄一 林田　哲博

5 7:28 安江　正和 小林　久良 清嶋　順一

4 7:21 岡咲　幸一 垣内　　稔 石榑　晴一 原田　吉久 4

6 7:35 長阪　良造 中川　　篤 吉岡　廣見 岡本　洋一 6

林　　勝美 5

7:35 小池　　稔 小原　明人 杉浦　梅次 杉本　良治

STARTER'S　TIME STARTER'S　TIME

杏村　龍秀 山中　廣美7:28 竹田　康雄 守崎　利勝

青木　武人

8 7:56 成田　康正 稲垣　　昇 池田　健二 清水　良雄 8 7:56

7 7:49 島田　　崇 清田　　巧 国枝　昭人7 7:49 菊池　　潤 青木　謙侍 木田　悦三 竹﨑健次郎

前田　知次 三河　敬二 野田　正伸 鈴木　正吉

9 8:03 阿部　秀博 鈴木　経男 澤田　　隆 下川　芳美 上野　幸三9 8:03 城　　伸起 吉田　哲守 三浦　隆治

青山　八朗 近藤　俊光 高木　清美 加藤　隆久

11 8:17 中村　克己 後藤　　篤 野中　義彦 山川　敬止

10 8:10 岡村　多聞 小林　秀雄 中村　義一 柴田　守男 10 8:10

浜　　厳治 大田　照己 松本　勝治 土田　良一

STARTER'S　TIME STARTER'S　TIME

栗林　　修

12 8:24 笹出　健蔵 松田　良治 太田　清一 山本　和夫 12 8:24

11 8:17 山口　龍二 酒井　憲友 浜島　　巌

志水　重哉

14 8:45 池田　里美 藤井　千世 西　　富子 田村多美子 14 8:45

13 8:38 西口　則雄 溝口　和茂 住本　政弥13 8:38 花岡　享子 内田　宏枝 森井　泰子 嘉田　チカ

宗広　文則 藤田　敏和 松本　英司 小川　竹男

15 8:52 加藤　秀美 吉村みち江 東　　智子 山本　春子 五十川康雄15 8:52 岩永　直幸 小島　朋広 宮本　賢一

古澤　満夫 水野　憲治 永井　克己 加藤　幸治

17 9:06 山村　則子 平田　優子 田島　和美 永山　恵子

16 8:59 岩間　智子 高村多美子 北村　園美 太田　明美 16 8:59

山形　　修 木下　晶夫 杉浦　正美 村山　法生

STARTER'S　TIME STARTER'S　TIME

三河　順一

18 9:13 宇野　優子 菊川由美子 先川美智代 辻　　純子 18 9:13

17 9:06 古賀　　勲 内藤　良司 藤崎　　馨

野口　巧

20 9:34 秋田　圭子 山田　伸子 新井　孝子 二村知詠子 20 9:34

19 9:27 後藤　幹夫 中村　晴夫 平原　正満19 9:27 松久　悦子 堀田裕美子 稲垣　正子 末　江里子

山村　信夫 重丸　保隆 山本　秀男 大柿　清春

21 9:41 塚本　悦子 三浦　清美 出原　由美 池戸いずみ 福岡　茂樹21 9:41 大倉　秀一 都築　　充 右城　省三

江平　　強 田中　鋭郎 片山　眞次 青木　清治

23 9:55 飯田　美和 片桐　道子 北川　京子 徳留美代子

22 9:48 鈴木　裕美 宮西　裕子 川田　千沙 伊藤　洋子 22 9:48

備考
1.欠場者があった場合、組合せ及びスタート時間を変更することがあります。
2.病気、事故等により参加を取り止める場合は、必ず大会事務局名古屋広幡GC　代表電話：0565-48-1551へ連絡すること。
3.練習場は100円硬貨専用の機械販売です。両替はフロントでお願いします。

百田　晴英

24 10:02
金子　昊正 長谷部健一 友安　京三 松本　孝夫

23 9:55 高野　幹雄 片岡　史郎 小池　　優


