
開催コース：コート・ベール徳島ゴルフクラブ 平成２９年１０月１１日（水）
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くろさか　ひろかず あおき　けんじ くどう　かおる かたやま　しんじ かたおか　しろう たなか　じろう なかにし　りょういち

1 7:00 黒坂　博一 青木　謙侍 工藤　薫 0 1 7:00 片山　眞次 片岡　司郎 田中　二郎 中西　良一
北神戸Ｇ 名古屋広幡ＧＣ 昭和の森ＧＣ 正眼寺ＣＣ 奥津ＧＣ 昭和の森ＧＣ コート･ベール徳島ＧＣ

たぐち　りょうへい いそざき　まさよし なかむら　かつみ かたおか　しろう どい　まさひこ しまだ　たかし しもおか　あきら ふじの　きみのり

2 7:07 田口　良平 磯崎　全良 中村　克己 片岡　史郎 2 7:07 土居　正彦 島田　崇 下岡　昭 藤野　公訓
コート･ベール徳島ＧＣ 朝霞ＰＧ 名古屋港ＧＣ 正眼寺ＣＣ 高松ＰＧＣ 小杉ＣＣ 北神戸Ｇ 昭和の森ＧＣ

はま　げんじ いわた まさのぶ すずき　ひさお たなか 　ひとし かとう　たかひさ まつうら　いちお みかど　たかし まつもと　けんいち

3 7:15 浜　厳治 岩田　正延 鈴木　久男 田中　均 3 7:15 加藤　隆久 松浦　市雄 三門　杲 松本　健一
名古屋港ＧＣ 高松ＰＧＣ 千葉よみうりＧＣ 京都大原ＰＣ 名古屋広幡ＧＣ ベアズパウジャパンＣＣ 八千代ＧＣ 水島ＧＬ

おおにし　けいぞう きもり　ただし たかせ　かずひろ みあわ　けいじ たき　まさもと たなか　かずお おぎの　ゆきのぶ かきうち　みのる

4 7:22 大西　慶蔵 樹森　正 高瀬　和弘 三河　敬二 4 7:22 瀧　正元 田中　和夫 荻野　幸伸 垣内　稔
ダンロップＧＣ 妻沼Ｇ グランドオークＰＣ アリジＣＣ 昭和の森ＧＣ マーメイド福山ＧＣ ムーンレイクＧＣ市原 亀山ＧＣ

ももた　はるひで わだ　ひとし まえがわ　ひろし せきね　ふじお せきもり　やすお たかの　みきお まつおか　あきのり さこ　かずゆき

5 7:30 百田　晴英 和田　均 前川　博士 関根　扶二男 5 7:30 関森　保雄 高野　幹雄 松岡　秋則 迫　一行
アリジＣＣ 八千代ＧＣ コート･ベール徳島ＧＣ 朝霞ＰＧ 岡山空港ＧＣ 小杉ＣＣ マーメイド福山ＧＣ 古河ＧＬ

7:37 7:37

にしだ　すすむ ながい　かつみ たけなか　よしひろ そね　みつや やまもと　まなぶ ごとう　みきお かわせ　ひでとし よこかわ　きよし

6 7:45 西田　進 永井　克己 竹中　吉廣 曽根　満也 6 7:45 山本　学 後藤　幹夫 川瀬　英敏 横川　清
よみうりＧＷＣ 名古屋広幡ＧＣ 青野運動公苑アオノＧＣ 古河ＧＬ 北神戸Ｇ 名古屋広幡ＧＣ ベアズパウジャパンＣＣ 紫あやめ３６

きだ　えつぞう いしだ　てるお やすだ　すすむ なかもと としみつ のがみ　かずみ もぐし　としお ごとう　あつし きたやま　こうじ

7 7:52 木田　悦三 石田　輝夫 安田　進 中本　寿満 7 7:52 野上　一美 茂串　年男 後藤　篤 北山　康司
ウッドフレンズ森林公園Ｇ よみうりＧＷＣ 地区シード・市原ＧＣ 高松ＰＧＣ ウッドフレンズ森林公園Ｇ 妻沼Ｇ ウッドフレンズ森林公園Ｇ 大阪ＰＧ

みかわ　じゅんいち かみじま　かずお たかぎ　きよみ やすはら まさお おおた　ふみお さくらい まさる たかはし　かつひこ いながき　のぼる

8 8:00 三河　順一 上島　一雄 高木　清美 安原　正夫 8 8:00 太田　冨美夫 櫻井　賢 高橋　克彦 稲垣　昇
アリジＣＣ 朝霞ＰＧ 正眼寺ＣＣ 京都大原ＰＣ 富士ＧＣ 京都大原ＰＣ 八千代ＧＣ 亀山ＧＣ

えがわ　けんいち たなか　えつろう やまかわ　ただお よしおか　ひろかず その　こういちろう おおくら　ひでかず だざわ　ひでお まつい　みつあき

9 8:07 江川　健一 田中　鋭郎 山川　忠男 吉岡　博一 9 8:07 園　耕一郎 大倉　秀一 駄沢　英男 松井　光明
八千代ＧＣ ウッドフレンズ森林公園Ｇ ハーモニーヒルズＧＣ 西神戸Ｇ 武庫ノ台ＧＣ 名古屋港ＧＣ 水島ＧＬ 昭和の森ＧＣ

8:15 8:15

わたなべ　みえこ すえ　えりこ こばやし　ひろこ こまき　みわこ ほった　ゆみこ たけ　かおる

10 8:22 渡邊　美江子 末　江里子 小林　弘子 0 10 8:22 小牧　美和子 堀田　裕美子 武　かおる 0
千葉よみうりＧＣ ウッドフレンズ森林公園Ｇ 大阪ＰＧ 紫あやめ３６ 地区シード・名古屋広幡 オールドオーチャードＧＣ

たかはし　ゆきこ くりす　なみ かねだ　やすこ よこはま　ひろこ いけだ　くみこ きたがわ　きょうこ たまだ　みえこ いしかわ　ゆきみ

11 8:30 高橋　由起子 栗栖　奈美 金田　康子 横浜　弘子 11 8:30 池田　久美子 北川　京子 玉田　美恵子 石川　由紀美
紫あやめ３６ 岡山空港ＧＣ 地区シード・紫あやめ３６ 北神戸Ｇ 富士グリーンヒルＧＣ 名古屋広幡ＧＣ 富士見高原ＧＣ よみうりＧＷＣ

うちだ　ひろえ とざわ　ゆみこ やました　ゆうこ あきやま　たかね おおはし　えみ あらい　れいこ たるい　ふみよ ふるいち　ふくえ

12 8:37 内田　宏枝 兎澤　由美子 山下　裕子 秋山　多香音 12 8:37 大橋　恵美 新井　怜子 樽井　富美代 古市　福栄
名古屋広幡ＧＣ 市原ＧＣ市原 北神戸Ｇ 富士ＧＣ 地区シード・米子ゴルフ 紫あやめ３６ よみうりＧＷＣ 八千代ＧＣ

うえむら　ひろみ ながやま　けいこ いの　ともこ いずみたに　ふじみ みやにし　ゆうこ はたなか　あさこ いけがみ　みさこ さかもと　たまみ

13 8:45 上村　ひろみ 永山　恵子 猪野　智子 泉谷　富士美 13 8:45 宮西　裕子 畑中　朝子 池上　美佐子 坂本　多真美
シード・オーチャード 名古屋広幡ＧＣ 朝霞ＰＧ よみうりＧＷＣ 名古屋港ＧＣ 地区シード・市原ＧＣ グランドオークＰＣ 朝霞ＰＧ

かとう　ひとみ まえさき　ひでこ たばね　みつえ きくがわ　ゆみこ きみづか　けいこ おおた　あけみ すずき　みどり はま　ゆうこ

14 8:52 加藤　仁美 前嵜　英子 田羽　美津衛 菊川　由美子 14 8:52 君塚　桂子 太田　明美 鈴木　みどり 浜　裕子
シード・朝霞ＰＧ グランドオークＰＣ 紫あやめ３６ アリジＣＣ シード・市原ＧＣ 地区シード・名古屋港 千葉よみうりＧＣ よみうりＧＷＣ

おだくら　ふじこ ひらた　ゆうこ くろき　らん なかむら　あきこ たけだ　たえこ きむら　ゆうこ たかだ　たかこ たじま　かずみ

15 9:00 小田倉　富士子 平田　優子 黒木　蘭 中村　彰子 15 9:00 武田　妙子 木村　裕子 高田　貴子 田島　和美
シード・紫あやめ３６ ウッドフレンズ森林公園Ｇ シード・紫あやめ３６ よみうりＧＷＣ シード・紫あやめ３６ 岡山空港ＧＣ 紫あやめ３６ 名古屋港ＧＣ

9:07 9:07

すがはら　たけし こが　いさお いとう　てつひこ まさき　としひろ さとう　かつみ いとう　まさゆき おおの　とよかず こじま　ともひろ

16 9:15 菅原　健 古賀　勲 伊藤　哲彦 眞崎　敏寛 16 9:15 佐藤　勝美 伊藤　正幸 大野　豊和 小島　朋広
シード・西神戸 名古屋広幡ＧＣ ダンロップＧＣ 千葉よみうりＧＣ シード・グランシエロ 紫あやめ３６ 青野運動公苑アオノＧＣ 名古屋広幡ＧＣ

たわら　まさのり　 あおき　せいじ ながい　ふみお わたなべ　かずゆき くさの　としまさ なかやま　あきら さとう　みつる にしぐち　のりお

17 9:22 俵　聖徳 青木　清治 永井　文雄 渡辺　和行 17 9:22 草野　俊正 中山　旭 佐藤　充 西口　則雄
シード・紫あやめ３６ 名古屋港ＧＣ よみうりＧＷＣ 八千代ＧＣ シード・紫あやめ３６ 大阪ＰＧ 千葉よみうりＧＣ アリジＣＣ

もいずみ　かつお すなが　じゅんいち いちかわ　せいじ よしたに　ひろゆき こんどう　さとる もりや　ひでのり ないとう　りょうじ てらもと　みつひさ

18 9:30 茂泉　勝夫 須長　順一 市川　誠治 吉谷　博之 18 9:30 近藤　羅 森谷　英徳 内藤　良司 寺本　貢尚
シード・ＷＦ森林公園 八千代ＧＣ 名古屋広幡ＧＣ ダンロップＧＣ シード・名古屋広幡 西神戸Ｇ 地区シード・WF森林公園 富士グリーンヒルＧＣ

おおた　たくいち やまなか　ひろみ さわ　まさのり さいとう　みのる しばやま　てつお ひらはら　まさみつ おおの　しんじ まつもと　えいじ

19 9:37 大田　卓一 山中　廣美 佐和　政憲 齋藤　実 19 9:37 柴山　哲男 平原　正満 大野　新司 松本　英司
地区シード・マスターズ 亀山ＧＣ 米子Ｇ ムーンレイクＧＣ市原 北神戸Ｇ 正眼寺ＣＣ 八千代ＧＣ 名古屋広幡ＧＣ

9:45 9:45

おおぎ　のりお なかにし　ひでき ふじた　としかず やまもと　せいじ えにし　ひろふみ しみず　しげや みずの　しんいち にしやま　やすひこ

20 9:52 扇　徳男 中西　秀樹 藤田　敏和 山本　誠二 20 9:52 江西　博文 志水　重哉 水野　進一 西山　靖彦
富士グリーンヒルＧＣ コート･ベール徳島ＧＣ ウッドフレンズ森林公園Ｇ ダンロップＧＣ コート･ベール徳島ＧＣ 名古屋広幡ＧＣ よみうりＧＷＣ 八千代ＧＣ

たちはら　としお まつもと　かつじ なかやま　としお おくむら　ひろたか あつみ　しんいちろう おかむら　たいら おぎの　ひであき しげまる　やすたか

21 10:00 立原　利夫 松本　勝治 中山　利雄 奥村　弘尊 21 10:00 厚見　信一郎 岡村　平 荻野　英昭 重丸　保隆
ウィンザーパークＧＣＣ ウッドフレンズ森林公園Ｇ 下館ＧＣ 地区シード・コートベール グランドオークＰＣ 富士グリーンヒルＧＣ ダンロップＧＣ アリジＣＣ

山川　敬止 たかはし　こうき こいけ　たけひさ みの ふみはる あおやま　はちろう にしやま　けんいち よしだ　あさたろう たなか　たつお

22 10:07 山川　敬止 高橋　幸喜 小池　健久 三野　文晴 22 10:07 青山　八朗 西山　健一 吉田　朝太郎 田中　辰夫
名古屋広幡ＧＣ 西神戸Ｇ 富士ＧＣ 高松ＰＧＣ 亀山ＧＣ 昭和の森ＧＣ ベアズパウジャパンＣＣ 昭和の森ＧＣ

あおた　みつひろ つづき　みつる かのまた よしはる かとう　みちはる こたに　ひろし すぎうら　うめじ ゆうき　くにひこ いちかわ　きよし

23 10:15 青田　光宏 都築　充 鹿俣　義春 加藤　道春 23 10:15 小谷　博 杉浦　梅次 結城　國彦 市川　清
青野運動公苑アオノＧＣ 名古屋広幡ＧＣ 京都大原ＰＣ ウィンザーパークＧＣＣ コート･ベール徳島ＧＣ 名古屋広幡ＧＣ 水島ＧＬ 昭和の森ＧＣ

参加人数　181名

調整時間 調整時間

調整時間調整時間

平成２９年度　全日本女子シニア・ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権　決勝大会 スタート組合せ　１日目

ＯＵＴ ＩＮ
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