
期　　日：２０１９年１０月９日（水）
会　　場：那須野ヶ原カントリークラブ
出場者数：ミッドシニア１３３名、女子シニア４４名

ＯＵＴ（那須）よりスタート ＩＮ（那珂川）よりスタート

組 時間 氏　名 予選出場コース 組 時間 氏　名 予選出場コース 組 時間 氏　名 予選出場コース 組 時間 氏　名 予選出場コース

杉山　利和 八千代 島村　誠 紫あやめ36 水上　敏美 亀山 髙瀬 和弘 西日本ｼｰﾄﾞ
中村　義一 名古屋広幡 金村　正春 WF森林公園 伊藤　昇 昭和の森 山川　忠男 JGM宇都宮
大神田　充 昭和の森 井戸 繁明 花回廊 吉野　明 朝霞 玉川　実 WF森林公園
加藤　哲博 WF名古屋港 高橋　徹 昭和の森 小原　明人 正眼寺 平野　義夫 昭和の森
高木　遵正 朝霞 内藤　良司 全日本シード 小澤　敬博 霞南GC 神谷　悠朗 中部日本シード
山本 誠二 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 柴田　雅好 WF森林公園 福岡　茂樹 WF森林公園 松山　康明 霞南GC
中川　盛満 アリジ 武甕 眞司 京都大原 伊藤 哲彦 西日本ｼｰﾄﾞ 菅原　健 全日本シード
深澤　修一 富士見高原 鯨井　邦夫 紫あやめ36 齋藤　実 市原 町田　元一 八千代
厚見 信一郎 北神戸 岩波　肇 全日本シード 佐藤　春吉 朝霞 岡澤　治男 WF名古屋港
細沼　和秋 古河 岡 藤太郎 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 巴山　健一 昭和の森 島田　崇 全日本シード
馬渕　博臣 八千代 城　伸起 正眼寺 近藤　羅 WF名古屋港 和田　均 紫あやめ36
守山　金正 WF森林公園 岩井　正一 東日本ｼｰﾄﾞ 大森 治彦 岡山空港 森元 正二 よみうり
小石　陽一 紫あやめ36 善方　幸次 昭和の森 高橋　克彦 八千代 俵　聖徳 全日本シード
村井 義生 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 茂泉　勝夫 全日本シード 北口 満 よみうり 関口　正喜 朝霞
田中　康光 WF名古屋港 松本　英司 名古屋広幡 岡村　平 富士G 笠井　浩一 アリジ
草野　徹郎 紫あやめ36 宇田川　光男 紫あやめ36 栗林　修 アリジ 小林　聡夫 ｳｨﾝｻﾞｰ
五十川　康雄 WF森林公園 小川　竹男 全日本シード 荷川取　正剛 富士G 小倉　幸雄 市原

森 秀夫 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 紺野　秋雄 ｳｨﾝｻﾞｰ 園 耕一郎 武庫ノ台 佐藤 勝美 全日本シード
磯崎　全良 朝霞 小島　朋広 名古屋広幡 市川　誠治 名古屋広幡 岡田　英明 WF名古屋港
村瀬　耕平 正眼寺 向井　輝巳 富士･山中湖
若林　一男 富士･山中湖 宇田　花州子 アリジ 上島　一雄 朝霞 小田倉　富士子 全日本シード
水野　憲治 正眼寺 神藤　詠子 昭和の森 中井 久一 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 髙橋　佐江 八千代
楠本 正志 高松 金田　康子 紫あやめ36 小玉　昇 紫あやめ36 大村　恵子 昭和の森
髙野　徹 紫あやめ36 小宮　洋子 朝霞 金田　匡雄 WF名古屋港 猪野　智子 朝霞
花輪　武男 朝霞 髙橋　紀子 千葉よみうり 金田 伊織 京都大原 高田　貴子 紫あやめ36
山本 照明 武庫ノ台 大原 由利子 太子 平井　隆夫 昭和の森 大川　淳子 ＷＦ名古屋港
齊藤　哲郎 昭和の森 高橋　由起子 紫あやめ36 青木　謙侍 名古屋広幡 河田　圭子 全日本シード
阪野　喜久雄 WF森林公園 内田　宏枝 中部日本シード 永井　輝昭 市原 渡部 美弥子 西日本ｼｰﾄﾞ
松本 健一 水島 北原　治美 中部日本シード 河田　育雄 初穂 武田　妙子 全日本シード
川又　治美 紫あやめ36 楢松　千香子 紫あやめ36 稲垣　昇 亀山 高橋　麻由 WF森林公園
平原 正満 正眼寺 佐伯 千佳 北神戸 齋藤　光男 千葉よみうり 山口　久美 紫あやめ36
鶴岡　留勝 千葉よみうり 中塚　尚恵 朝霞 棚田 眞夫 京都大原 幸塚 由紀 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ
紺井 薫 大阪 畑中　朝子 東日本ｼｰﾄﾞ 岡村　多聞 アリジ 黒木　蘭 東日本ｼｰﾄﾞ

川本　保文 WF森林公園 久保 まみ よみうり 中藤 敏 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 今井　啓子 東日本ｼｰﾄﾞ
西山　靖彦 東日本ｼｰﾄﾞ 北川　京子 ＷＦ名古屋港 杉山　章 富士G 加藤　仁美 全日本シード
渡辺　和行 紫あやめ36 篠田　富美子 全日本シード 大熊　章夫 紫あやめ36 川村 三夏子 よみうり
横山　尚次 名古屋広幡 浜 裕子 北神戸 伊藤　正幸 紫あやめ36 菊川　由美子 中部日本シード
小池　健久 ﾊｰﾓﾆｰ 平田　優子 全日本シード 長田　和正 アリジ 和泉　友子 千葉よみうり
吉谷 博之 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 藤　伊津子 紫あやめ36 土屋　知廣 霞南GC 梅田 紗ゆり 京都大原

那波　芳比古 東日本ｼｰﾄﾞ 永山　恵子 ＷＦ名古屋港 田島 和美 全日本シード
齊藤 英男 姫路 林　純花 紫あやめ36 青木　克浩 よみうり
中島　仁三 市原 伊藤 清美 岡山空港 安原 正夫 京都大原
三河　順一 アリジ 仁科　理恵 全日本シード 武田　幸雄 那須野ヶ原
櫻井 賢 京都大原 遠藤　芳江 八千代 三河　敬二 アリジ
佐藤　充 千葉よみうり 鈴木　國也 千葉よみうり
宮澤 幸男 ｱｵﾉ 小池　稔 アリジ

大川戸　弘治 紫あやめ36 永井 文雄 よみうり
岩永　直幸 WF名古屋港 長谷川　壽彦 初穂

競技委員長　加藤　義孝

12 8:50 35 8:50

11 8:40 23 10:40 34 8:40

44 10:20

10 8:30 22 10:30 33 8:30 45 10:30

9 8:20 21 10:20 32 8:20

42 10:00

8 8:10 20 10:10 31 8:10 43 10:10

7 8:00 19 10:00 30 8:00

40 9:40

6 7:50 18 9:50 29 7:50 41 9:50

5 7:40 17 9:40 28 7:40

38 9:20

4 7:30 16 9:30 27 7:30 39 9:30

3 7:20 15 9:20 26 7:20

36 9:00

2 7:10 14 9:10 25 7:10 37 9:10

1 7:00 13 9:00 24 7:00

２０１９年度 全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権

                                            組合せおよびスタート時間表

主催：（公社）日本パブリックゴルフ協会

２０１９年度 全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権


