
.

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

ﾁｶｻﾞﾜ ｵｻﾑ ｶﾐﾔ ｼｹﾞﾙ ﾌｼﾞﾀ ﾄｼｶｽﾞ ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼﾋｺ ﾀﾏｲ ﾏｻﾄｼ ｻﾄｳ ﾊﾙﾂｸﾞ ﾌｼﾞｷ ﾔｽﾀｶ ﾊﾏﾁ ﾋﾛｼ

近澤 修 神谷 茂 藤田 敏和 長谷川 壽彦 玉井 雅俊 佐藤 治嗣 藤木 康孝 浜地 弘

ｼｰﾄﾞ･西神戸 ＷＦ名古屋港 ＷＦ森林公園 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 八千代 紫あやめ36 よみうりｳｴｽﾄ 名古屋広幡

ｴﾆｼ ﾋﾛﾌﾐ ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ ﾖｼﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ ｼﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ ｽｽﾞｷ ﾀｹﾏｻ ﾀﾅｶ ﾔｽﾐﾂ

江西 博文 髙田 政治 田中 秀明 吉谷 博之 進藤 祥史 鈴木 武正 田中 康光

高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 名古屋広幡 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 八千代 ＷＦ名古屋港 ｽﾘｰﾚｲｸｽＣＣ

ﾊﾖｼ ﾏｻｶﾂ ｲﾄｳ ﾓﾄﾕｷ ﾋﾗﾀ ﾋﾛｷ ｺｽｷﾞ ﾏｻﾀｶ ﾋﾛﾉ ｲｸｵ ﾓﾘｻﾜ ｼﾞﾛｳ ﾓﾘﾀ ﾏｻﾅｵ ﾔﾏﾅｶ ｾｲｼﾞ

羽吉 正勝 伊藤 元之 平田 弘樹 小杉 正孝 広野 幾男 森澤 二朗 森田 雅直 山中 清司

ＷＦ名古屋港 ＷＦ森林公園 北神戸 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森 湯村 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ＷＦ名古屋港

ｱﾍﾞ ｻﾄﾙ ﾏｷﾉ ｷﾐﾋﾛ ｵﾊﾞﾗ ｱｷﾋﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ ﾅｲﾄｳ ﾏｺﾄ ｵｶﾑﾗ ﾀｲﾗ ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ ｺｼﾏ ﾑﾂｵ

阿部 悟 牧野 公洋 小原 明人 山本 哲也 内藤 真如 岡村 平 山本 栄治 越間 睦夫

高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ＷＦ森林公園 正眼寺 八千代 ＷＦ森林公園 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 西神戸 京阪

ﾓﾘ ﾊﾝｼﾞ ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾑﾈ ｱｲﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ ｽｽﾞｷ ｸﾆﾔ ﾅﾗ ｶﾂｼｹﾞ ｸﾗﾈ ﾀｹﾐﾂ ﾌｶﾔ ﾀｶﾖｼ

森 判治 斎藤 裕明 近藤 歳宗 相原 康弘 鈴木 國也 奈良 勝重 蔵根 武光 深谷 高義

よみうりｳｴｽﾄ ＷＦ森林公園 ＷＦ名古屋港 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 千葉よみうり 紫あやめ36 西神戸 ＷＦ名古屋港

7:35 7:35

ｺｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾛ ﾅｶﾆｼ ｼﾝｲﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ ｴｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ ｼﾏﾑﾗ ｼﾝｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｺﾞ ｲｼﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ ﾓﾁﾂﾞｷ ｵｻﾑ

小島 朋広 中西 真一 渡辺 悟志 江川 健一 島村 伸一 小林 信吾 石原 光弘 望月 修

名古屋広幡 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ よみうりｳｴｽﾄ 八千代 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ｱｵﾉ ＷＦ名古屋港 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ

ﾓｲｽﾞﾐ ｶﾂｵ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ ﾏｴﾀﾞ ｱｻｼﾞ ﾄﾐﾀ ﾐﾉﾙ ｾｶﾞﾜ　ﾀﾀﾞﾋﾛ ﾌﾙｶﾜ ｺｳｿﾞｳ ｵｵﾉ ﾖｼﾀｶ ｵｵﾔﾏ ｾｷｻｲ

茂泉 勝夫 山本 秀樹 前田 朝治 富田 実 瀨川 忠弘 古川 孝蔵 大野 佳隆 大山 碩済

ＷＦ森林公園 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 正眼寺 ＷＦ名古屋港

ﾕｳｷ ｸﾆﾋｺ ｵｶ ﾄｳﾀﾛｳ ｻﾄｳ ｸﾆｱｷ ﾔﾏｻｷ ｶﾂﾐ ﾔｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ ｾﾄ ﾁﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ ﾎﾝﾏ ﾀｶｼ

結城 國彦 岡 藤太郎 佐藤 邦彰 山崎 克己 矢島 茂 瀬戸 千尋 髙橋 徹 本間 孝司

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ＷＦ森林公園 京都大原 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 西神戸 亀山ＧＣ

ﾉｸﾞﾁ ﾄｼｶｽﾞ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ ﾊﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ ｵｸﾞﾗ ﾕｷｵ ｸｽﾓﾄ ﾏｻｼ ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋｺ ﾀﾅｶ ｴﾂﾛｳ

野口 敏一 鈴木 克弘 坂本 光司 濵本 佳伸 小倉 幸雄 楠本 正志 井上 正彦 田中 鋭郎

大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 昭和の森 ＷＦ森林公園 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうりｳｴｽﾄ 明世ＣＣ

ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ ﾀｶｷﾞ ﾋﾄｼ ﾔﾏｻｷ ｺﾞﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ ﾈﾓﾄ ﾄｵﾙ ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ ﾊﾗ ｻﾀﾞｵ ｶﾐﾔ ﾕｷｵ

林 建治 髙木 仁司 山崎 吾朗 渡邊 哲也 根本 亨 伊藤 正幸 原 貞雄 神谷 悠朗

小杉 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 米子 古河ＧＬ ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞ 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ＷＦ名古屋港

8:17 8:17

ﾐﾉ ﾖｼﾛｳ ﾅｶﾏ ﾀｶｼ ｻﾜﾀﾞ ﾐﾂﾔｽ ｵｶﾞﾜ ｷｵ ﾆｼﾀﾞ ｽｽﾑ ﾌｸﾔﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ ｲﾄｳ ｱｷﾗ

三野 善良 名嘉眞 隆 澤田 光康 小川 貴央 西田 進 福山 憲一 武山 良一 伊藤 明

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ＷＦ森林公園 米子 八千代 京阪 八千代 ｽﾘｰﾚｲｸｽＣＣ ＷＦ名古屋港

ﾏｽｲ　ｼｮｳｼﾞ ﾆｼｸﾞﾁ ﾐﾁｱｷ ﾆｲﾐ ｷﾝﾉｽｹ ﾔｽﾅｶ ﾂｶｻ ﾀｶｲ ﾏｻﾕｷ ﾂﾈﾐﾈ ﾏｻﾖｼ ｱﾍﾞ ﾄﾐｵ ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｼﾋｺ

桝井 昭二 西口 道明 新美 金之介 安中 司 髙井 正行 常峰 正義 阿部 富男 北川 敏彦

よみうりｳｴｽﾄ ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 ＷＦ森林公園 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 西神戸 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ＷＦ名古屋港

ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼﾞ ﾐﾂｲ ﾖｼｹｲ ﾄｷ ｱｷﾋｺ ﾔｷﾞﾇﾏ ﾋﾄｼ ﾎｿﾉ ﾏｻｱｷ ｸﾘﾀ ｶｽﾞﾏｻ ﾐﾅﾐ ﾏｻﾕｷ ﾀｶｲ ｱｷﾋｺ

前川 建治 三井 吉奎 土岐 明彦 八木沼 仁 細野 正明 栗田 一正 南 正行 高井 昭彦

小杉 武庫ﾉ台 ｼｰﾄﾞ･森林公園 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 奈良柳生 ｱｵﾉ

ｻｶﾈ ﾏｻﾐ ｲﾄﾞ ｼｹﾞｱｷ ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾏｻ ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋｺ ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾓﾙ ｲﾄｳ ﾊﾙｵ ｲﾃﾞｳﾗ ｲｻｵ

坂根 正己 井戸 繁明 藤井 広文 井上 晴雅 松本 政彦 森本 守 伊藤 晴夫 出浦 功

よみうりｳｴｽﾄ 花回廊 ｼｰﾄﾞ･森林公園 ＷＦ名古屋港 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ＷＦ名古屋港 千葉よみうり

ﾔｽﾀﾞ ﾂﾖｼ ﾎｼﾉ ﾊｼﾞﾒ ﾏﾂﾓﾄ　ｴｲｼﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｵ ﾀｼﾞﾘ ﾁｶ ｴﾝｶｸ ｼﾎ ﾔﾏｼﾀ ﾕﾅ ｸﾘﾊﾗ ﾐｷ

安田 強 星野 一 松本 英司 渡辺 武男 田尻 智佳 円角 史歩 山下 ユナ 栗原 美紀

高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 清里ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 ＷＦ名古屋港 ｼｰﾄﾞ･京阪 小杉 霞南ＧＣ 昭和の森

8:59 8:59

ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾕｷ ｶﾜﾐﾂ ｹﾞﾝｼﾞ ｽｽﾞｷ ﾄｳｲﾁ ﾘｸﾀ ｲｸｵ ﾀｶﾉ ﾐｷ ﾐﾔｼﾀ ﾅﾐ ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾜ ｶﾅｲ ｴﾐｺ

児島 達之 川満 源次 鈴木 東一 陸田 郁夫 鷹野 美紀 宮下 奈美 石橋 美和 金井 恵美子

ｼｰﾄﾞ･森林公園 ｼｰﾄﾞ･守礼 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ｼｰﾄﾞ･滋賀甲南 ＷＦ名古屋港 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｷﾀ ﾊﾙﾋｺ ｸﾛﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ ﾓﾘ ﾏｻﾄ ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ ｻｻｷ ｻﾁ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ ﾏｽﾀﾞ ﾁｸﾞｻ

喜多 晴彦 黒田 一 森 正人 長山 正 鈴木 智子 佐々木 砂知 山田 真美 増田 千草

ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 八千代 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 奈良柳生 ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 古河ＧＬ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 西神戸

ｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ ﾋｸﾞﾁ ﾕｷｵ ｺｱﾗｼ ﾄｵﾙ ﾂｼﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ ﾌｸﾑﾗ　ｶﾅ ｱｵｷ ﾓﾓｺ ｳﾁﾔﾏ ｼｵﾘ ｲﾅﾊﾞ ﾋﾄﾐ

志村 和彦 樋口 幸雄 小嵐 徹 辻田 昭吾 福村 香名 青木 ももこ 内山 汐里 稲葉 瞳

ｼｰﾄﾞ･武庫ﾉ台 霞南ＧＣ 名古屋広幡 佐賀ｸﾗｼｯｸ ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 正眼寺 ｼｰﾄﾞ･昭和の森 千葉よみうり

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾕｷ ｴﾑﾗ ﾋﾛｼﾞ ｱｶｻｶ ﾄｼﾋｺ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾏ ｳﾀﾞ ｶｽﾞｺ ｼﾝﾎﾟ ﾐｷ ｵｻﾀﾞ ｼﾉｶ

松本 正之 江村 博次 赤坂 寿彦 小林 英喜 谷口 志麻 宇田 花州子 新保 美樹 長田 紫野香

ｼｰﾄﾞ･富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 佐賀ｸﾗｼｯｸ 明世ＣＣ 北神戸 岡山空港 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 八千代 ｼｰﾄﾞ･名古屋港

ｾｷﾊｼ ｺｳｲﾁ ｵｶﾞﾜ ﾀｹｵ ｸﾛﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ ｱｲﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ ｸﾘﾊﾗ ｴﾂｺ ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｴ ｺｳﾂﾞｶ ﾕｷ ｸﾛﾊﾗ ﾋﾛｺ

關橋 光一 小川 竹男 黒田 信人 合原カズヒロ 栗原 悦子 小林 信英 幸塚 由紀 黒原 ヒロコ

ｼｰﾄﾞ･富士･山中湖 亀山ＧＣ 西神戸 ｱｵﾉ ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 古河ＧＬ 西神戸 岡山空港

9:41 9:41

ﾂﾙﾏﾁ ｶｽﾞﾋｻ ｲﾄｳ ﾀｶｼ ﾔｽﾊﾗ ﾏｻｵ ｿﾈ ﾐﾂﾔ ｶﾜｲ ﾕｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏﾐ ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾐｺ ｵｶﾀﾞ ｶｵﾘ

鶴町 和久 伊藤 孝 安原 正夫 曽根 満也 川井 悠圭 山元 珠美 谷川 麻美子 岡田 かおり

八千代 ＷＦ森林公園 京都大原 古河ＧＬ ｼｰﾄﾞ･奥津 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 ＷＦ森林公園 紫あやめ36

ﾂﾑﾗ ﾀﾂﾋﾛ ｷｸﾁ ｾﾞﾝｼﾞ ｻﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ ﾆﾜ ﾕｳｼﾞ ﾖｼｶﾜ ﾐｶ ﾏｴﾀﾞ ｴﾘ ﾅﾝﾘ ﾐｻｺ

津村 竜浩 菊池 善次 佐藤 友宣 丹羽 祐治 吉川 美香 前田 英里 南里 美佐子

紫あやめ36 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 岡山空港 名古屋広幡 ｼｰﾄﾞ･名古屋港 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｶﾜﾉ ｼﾝｲﾁ ｽﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ ｲｼﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ ｱﾀﾞﾁ ﾕｷｺ ｵｳｶﾞ ﾋﾛｺ ｻｲﾄｳ ﾅﾂｺ ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻｺ

河野 真一 須長 順一 阿部 義弘 石原 光浩 足立 由紀子 近賀 博子 齋藤 奈津子 山田 久子

千葉よみうり 昭和の森 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 八千代 ｼｰﾄﾞ･京阪 昭和の森 ＷＦ名古屋港 岡山空港

ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｵ ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｼ ﾀｶｲｿ ﾖｼﾔｽ ｳﾁﾀﾞ ｷﾖｼ ﾐｮｳﾁﾝ ｱｶﾈ ﾔﾏｻｷ ｹｲｺ ｴｻﾞｷ ﾁｱｷ

前田 正雄 山本 靖 髙磯 佳安 内田 清 明珍 あかね 山崎 茎子 江崎 千晶

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奈良柳生 霞南ＧＣ ｼｰﾄﾞ･名古屋港 昭和の森 北神戸

ﾀﾜﾗ ﾏｻﾉﾘ ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ ｶﾂﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

俵 聖徳 千葉 純一 久保田 剛司 勝田 和宏

霞南ＧＣ ｽﾘｰﾚｲｸｽＣＣ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 水島

参加人数：193人

2019年度
全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権

全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権
1日目ペアリング

開催コース：グランドオークプレイヤーズコース 2019年6月26日(水)

OUT IN 

組 組

1 7:00 1 7:00

2 7:07 2 7:07

3 7:14 3 7:14

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

6 7:42 6 7:42

4 7:21 4 7:21

5 7:28 5 7:28

7 7:49 7 7:49

8 7:56 8 7:56

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

11 8:24 11 8:24

9 8:03 9 8:03

10 8:10 10 8:10

12 8:31 12 8:31

13 8:38 13 8:38

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

16 9:06 16 9:06

14 8:45 14 8:45

15 8:52 15 8:52

17 9:13 17 9:13

18 9:20 18 9:20

9:48 21 9:48

19 9:27 19 9:27

20 9:34 20 9:34

-

-

25 10:16

24 10:09 24 10:09 -

22 9:55 22 9:55

23 10:02 23 10:02

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

21


