
開催日 : 2019年7月23日（火）
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遠藤　雅之 市川　栄作 谷口　秀司 木村　文人 大沢　誠司 白石　一則 粂野　俊之 山路　美津夫

正眼寺 名古屋広幡 ＷＦ名古屋港 ＷＦ森林公園 ＷＦ名古屋港 名古屋広幡 ＷＦ名古屋港 白山ヴィレッジ

西村　憲之 髙井　　聡 酒井　　進 久保田　善昭 後藤　明宏 三嶋　祥昌 平沼　宏康 吉永　浩一

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

太田　大士 浅野　利幸 柘植　大明 中村　寛亮 原田　光也 池田　成人 神谷　悠朗 北村　篤俊

ＷＦ名古屋港 正眼寺 三重フェニックス 名古屋広幡 名古屋広幡 定光寺 ＷＦ名古屋港 ＷＦ森林公園

山雄　浩司 吉田　　薫 尾崎　亮輔 大橋　　誠 山本　清嗣 野畑　　正 長嶋　篤

名古屋広幡 ＷＦ名古屋港 名古屋広幡 ＷＦ森林公園 正眼寺 ＷＦ名古屋港 白山ヴィレッジ 名古屋広幡

新谷　広光 伊藤　　明 神農　竣以知 三浦　　吉 堀　　信義 吉田　達功 宮間　徳太朗 林　　里史

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

神取　佑樹 栗本　浩司 清水　大吾 森本　淳一 森　　孝宏 遠藤　隆一 今村　大志郎 樋口　賢治

名古屋広幡 三重フェニックス ＷＦ森林公園 ＷＦ名古屋港 正眼寺 ＷＦ名古屋港 名古屋広幡 アリジ

八尾　直行 柴田　雅好 岡島　典文 北村　幸司 棚橋　泰之 日比野　直哉 新美　洋道 野々部　良

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

中西　清文 松田　　孝 西川　　博 鈴切　琢磨 浦川　賀光 鈴木　將夫 今西　弘幸 堀口　典弘

白山ヴィレッジ ＷＦ名古屋港 正眼寺 名古屋広幡 名古屋広幡 正眼寺 三重フェニックス ＷＦ名古屋港

西川　良太 皆川　利勝 近藤　歳宗 古田　善英 中根　丈嘉 兼松　利幸 大橋　　元 大森　信男

能登 名古屋広幡 ＷＦ名古屋港 正眼寺 ＷＦ名古屋港 正眼寺 名古屋広幡 アリジ

清本　宗久 服部　二三夫 重本　貴秋 永田　智靖 廣瀬　淳一 蓮沼　謙一 佐藤　剛一 野村　和裕

三重フェニックス ＷＦ名古屋港 名古屋広幡 ＷＦ森林公園 ＷＦ森林公園 名古屋広幡 ＷＦ名古屋港 小杉

前田　浄孝 丹羽　正樹 井上　誠二 大島　健太郎 水野　隆美 梶田　良直 橋本　　潤 小嵐　　徹

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

東樹　大介 澤田　　勉 竹内　祐彦 鵜飼　福人 中井　徳樹 田村　史夫 丹羽　祐治 山本　悠太

ＷＦ森林公園 名古屋広幡 ＷＦ名古屋港 白山ヴィレッジ アリジ ＷＦ名古屋港 名古屋広幡 ＷＦ森林公園

田中　一彦 片山　茂樹 福森　久之 松山　阜司 藤田　真人 片岡　史郎 堀江　典央 大羽　伸治

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

金澤　　明 近藤　正樹 松浦　勝志 隣　奨太 原田　英明 水野　憲治 立松　良介 茂泉　勝夫

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

光山　尚宏 橋詰　健二 大野　佳隆 近藤　徳久 山村　憲人 山本　幸広 三ッ矢　賀保 南　　二郎
シード・ＷＦ名古屋港 正眼寺 名古屋広幡 三重フェニックス シード・ＷＦ名古屋港 定光寺 名古屋広幡 亀山

関　　淳悟 播口　真午 水谷　友彦 小木曽　剛 河合　聡一郎 神谷　　茂 米山　博幸 磯部　泰邦

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

笠原　義也 田中　賢吾 髙木　幸雄 菊井　光宣 近藤　　稔 萩野　成宣 小倉　隆太郎 新田　雄史

シード・名古屋広幡 白山ヴィレッジ 名古屋広幡 アリジ シード・名古屋広幡 正眼寺 能登 白山ヴィレッジ

田島　浩史 奥野　誠吾 糟谷　文重 伊藤　紘一 長谷川　正宏 坂口　尚詩 磯部　伊知郎 杉田　和宣

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

松岡　直樹 調所　　寛 鈴木　大治 松本　英司 笠井　崇嗣 山田　孝一 黒澤　正之 石川　太志

正眼寺 ＷＦ森林公園 ＷＦ名古屋港 名古屋広幡 ＷＦ森林公園 小杉 三重フェニックス 名古屋広幡

早川　隆行 尾子　高史 藤井　広文 来馬　達也 本間　孝司 堀　　景一 河口　正樹 鈴木　優太

ＷＦ森林公園 三重フェニックス ＷＦ名古屋港 小松 亀山 ＷＦ森林公園 正眼寺 ＷＦ名古屋港

黒川　義浩 辻川　隼大 近藤　勝則 大竹　輝成 深川　雅央 羽吉　正勝 森　　秀吉 佐川　元規

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

西田　新吾 早川　復教 木村　吉秀 柴田　大輔 加藤　範也 園田　敦史 森田　康彦 上野　幸三

アリジ ＷＦ名古屋港 白山ヴィレッジ 名古屋広幡 正眼寺 ＷＦ森林公園 名古屋広幡 定光寺

早川　直希 星場　友和 マハリアブラハム 藤原　充徳 阪野　智久 川端　　敏 佐々木　秀文 右城　省三

名古屋広幡 小杉 ＷＦ名古屋港 ＷＦ森林公園 ＷＦ名古屋港 名古屋広幡 能登 亀山

2019年度
        　　　　　　　中部日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権

OUT  （No.1 Tee） IN  （No.10 Tee)

　　　　　　　　　　　　　中部日本地区決勝　スタート組合せ表

名古屋広幡ゴルフコース
   7月16日繰上げ出場選手更新

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

9:27 19 9:27

20 9:34 20 9:34

◇練習ボールは100円硬貨専用の自動販売機です。100円につき10球。両替はフロントでお願い致します。

23 9:55 23 9:55

21 9:41 21 9:41

22

◇ゴルフ場周辺交通渋滞が予測されますので時間に余裕を持ってお越しください。

◇ハウスの開場は6時00分と致します。練習場の開場も同時刻とします。

◇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。

9:48 22 9:48

19


