
.

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

志水 重哉 髙橋佐千夫 中村 孝 加藤 一徳 松村 勝行 笹出 健蔵 鈴木 文雄 林 勝美

ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 明世 小杉 WF森林公園 定光寺 小松 WF森林公園 WF森林公園

安細 伸一 黒川以久夫 来馬 達也 井上 晴雅 青木 信夫 吉見 本弘 住本 政弥 片岡 輝太

明世 明世 小松 ｽﾘｰﾚｲｸｽ ｽﾘｰﾚｲｸｽ 名古屋広幡 小松 WF森林公園

南 二郎 山田 均 近藤 裕二 山田 正俊 萩野 道夫 森脇 正廣 江上 隆夫 早川 和雄

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

宮崎 敏彦 山﨑 信次 茂泉 勝夫 井本 覚 岩本 相助 柴田 正 近藤 俊光 佐藤 勝美

ｱﾘｼﾞ 名古屋広幡 WF森林公園 三重白山 WF森林公園 WF森林公園 WF森林公園 ｽﾘｰﾚｲｸｽ

片山 眞次 永縄愛次郎 金村 浩史 小嵐 徹 深田 利幸 小林 秀雄 知切 四書 田村 博

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

松葉 勇造 柴田 雅好 原田 行彦 石川 直樹 福田 治通 青木 謙侍 田口 和重 大矢 賢一

定光寺 WF名古屋港 名古屋広幡 名古屋広幡 小杉 名古屋広幡 正眼寺 WF名古屋港

7:42 7:42

白石 一則 平野 勝彦 羽吉 正勝 奥村 政之 佐野 俊正 北川 武 加藤 隆久 山本 昭吉

ｽﾘｰﾚｲｸｽ WF名古屋港 WF名古屋港 正眼寺 明世 正眼寺 名古屋広幡 名古屋広幡

伊藤 正達 大北 芳郎 石原 伸行 西口 道明 杉本 敏信 片岡 経量 中村 勇 松本 修八

名古屋広幡 WF森林公園 ｱﾘｼﾞ 名古屋広幡 小杉 亀山 三重白山 WF森林公園

磯部 泰邦 小林 恵 鈴木 將夫 鈴木 武正 深尾 芳清 塩谷 正幸 岸 昭 下川 芳美

名古屋広幡 小杉 正眼寺 WF名古屋港 正眼寺 名古屋広幡 正眼寺 三重白山

近藤 歳宗 中川 盛満 近岡 次男 大島 勉 小川 竹男 片桐 富男 五十川康雄 飯塚登代治

WF名古屋港 三重白山 ｼｰﾄﾞ･正眼寺 正眼寺 亀山 三重白山 名古屋広幡 WF森林公園

神谷 悠朗 浜田 一邦 高野 幹雄 児島 達之 和田 秀穂 浜島 巌 大田 照己 安達 幸雄

WF名古屋港 正眼寺 小杉 WF森林公園 ｱﾘｼﾞ 名古屋広幡 名古屋広幡 WF名古屋港

水野 憲治 金原 好隆 水上 敏美 平松 正寛 岩永 直幸 長井 和史 城 伸起 吉川 広司

ｼｰﾄﾞ･正眼寺 名古屋広幡 亀山 WF名古屋港 ｽﾘｰﾚｲｸｽ 正眼寺 正眼寺 正眼寺

8:31 8:31

大森 幹夫 安達 久夫 重丸 保隆 古岡 弘吉 福田 誠 古田 透 八木 敏和 横山 尚次

名古屋広幡 三重白山 ｱﾘｼﾞ ｱﾘｼﾞ 名古屋広幡 WF森林公園 名古屋広幡 WF森林公園

藤崎 馨 古賀 勲 牧野 公洋 島田 崇 福田 正雄 佐藤 信芳 別所 圭右 久田 弘始

正眼寺 名古屋広幡 名古屋広幡 小杉 WF森林公園 WF森林公園 三重白山 小杉

小林 政樹 名嘉眞 隆 右城 省三 北川 敏彦 原田 光也 大山 博嗣 中川 宏明 金村 正春

正眼寺 名古屋広幡 亀山 WF名古屋港 名古屋広幡 三重白山 WF名古屋港 名古屋広幡

鈴木 正吉 長友 美直 ﾏﾊﾘ ｱﾌﾞﾗﾊﾑ 伊藤 俊夫 平古 浩二 増田 豊 長田 和正 加藤 等

WF名古屋港 明世 WF名古屋港 ｱﾘｼﾞ 正眼寺 正眼寺 ｱﾘｼﾞ WF名古屋港

杉山 崇 武山 安徳 糟谷 文重 山崎 亮 濱本 佳伸 渕上 光春 宮本 英文 武藤 勝則

WF森林公園 ｼｰﾄﾞ･正眼寺 定光寺 WF森林公園 ｽﾘｰﾚｲｸｽ WF森林公園 正眼寺 ｽﾘｰﾚｲｸｽ

棚橋 勝 川端 敏 山中 清司 木下 晶夫 中川 雅喜 園田 正文 丹羽政次郎

正眼寺 名古屋広幡 WF名古屋港 WF名古屋港 名古屋広幡 名古屋広幡 WF名古屋港

9:20 9:20

加藤 久喜 小島 朋広 藤 浩一 神谷 茂 架谷 八郎 井波隆日出 矢嶌 政博

WF森林公園 WF名古屋港 名古屋広幡 WF名古屋港 小松 正眼寺 正眼寺

織田 恒郎 西口 則雄 土岐 明彦 深谷 高義 中田 克宣 浅井 守 平山 晴雄

WF名古屋港 三重白山 WF森林公園 WF名古屋港 小杉 名古屋広幡 ｱﾘｼﾞ

平成30年度
第24回中部日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権

シニア　　109名　　　　　グランドシニア　48名

グランドシニア

20 9:34 20 9:34

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

19 9:27 19 9:27

18 9:13 18 9:13

17 9:06 17 9:06

16 8:59 16 8:59

15 8:52 15 8:52

14 8:45 14 8:45

調　　整　　時　　間

13 8:38 13 8:38

12 8:24 12 8:24

調　　整　　時　　間

10 8:10 10 8:10

11 8:17 11 8:17

8 7:56 8 7:56

9 8:03 9 8:03

調　　整　　時　　間

7 7:49 7 7:49

6 7:35 6 7:35

調　　整　　時　　間

4 7:21 4 7:21

5 7:28 5 7:28

2 7:07 2 7:07

3 7:14 3 7:14

1 7:00 1 7:00

第2回中部日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権

開催コース：名古屋広幡ゴルフコース 2018年4月27日(金)
OUT IN

組 組


