
開催日 : 2020年9月17日（木）
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古賀　　勲 大河原　広充 宮崎　敏彦 三宅　光男 藤　　浩一 石川　一正 西村　己樹也 山口　公彦

名古屋広幡 WF名古屋港 アリジ WF森林公園 WF森林公園 WF名古屋港 小杉 WF名古屋港

新美　金之介 水島　正成 熊　　英利 坂口　利彦 柏崎　弘樹 大島　　勉 藤田　敏和 加藤　　等

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

矢野　拓弘 西川　清数 星山　泰伸 大森　幹夫 松原　永知 生田　　誠 松浦　秀憲 重光　敬民

WF名古屋港 WF森林公園 正眼寺 小松 WF森林公園 WF名古屋港 正眼寺 アリジ

水野　隆美 棚橋　　勝 金原　好隆 右城　省三 安江　正和 加藤　哲博 児玉　光雄 中川　　篤

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

吉本　敏彦 中村　憲司 古本　敏彦 近藤　顕一 阪野　喜久雄 小倉　斎信 森　　弘敏 植木　幹男

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

花沢　健一郎 濵砂　　誠 西口　道明 原田　英明 神戸　　亨 佐藤　勝美 宗廣　文則 平山　長民

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

栄　　直人 永田　剛士 山本　　守 天野　乾三 森脇　正廣 山川　敬止 中坪　周二 近藤　俊光

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

鈴木　武正 石川　直樹 梅田　健児 加藤　庄一 高木　清美 草間　松男 田中　鋭郎 大田　照己

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

林　　敏成 林　　義博 野中　治実 中村　　敬 後藤　則夫 後藤　　篤 鈴木　堅弌 城　　伸起

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

本間　孝司 塚田　政司 小棹　美穂 川端　　敏 山形　　修 前田　知次 吉村　信夫 近藤　　羅

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

渕上　光春 赤坂　壽彦 田畑　恵二 永縄　愛次郎 清田　　巧 真鍋　芳平 水谷　勝茂 三河　順一

WF森林公園 WF名古屋港 小松 正眼寺 正眼寺 WF名古屋港 ＷＦ森林公園 アリジ

小川　正信 山田　直敬 松本　英司 柴田　雅好 西村　　衛 岡本　洋一 髙田　和成 新家　俊明

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

糟谷　文重 古田　　透 北川　富重 松村　和彦 平原　正満 杉本　敏信 小川　竹男 早川　和雄

定光寺 WF森林公園 アリジ WF名古屋港 正眼寺 小杉 ＷＦ森林公園 WF名古屋港

島　　賢司 羽吉　正勝 金村　正春 水野　徳之 小池　　稔 田中　康光 小島　朋広 吉川　広司

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

藤井　広文 後藤　繁生 松井　幸男 清水　克也 武山　良一 小原　明人 木下　晶夫 長谷部　健一

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

松葉　勇造 若尾　英訓 小嵐　　徹 輪島　隆二 杉浦　梅次 森　　俊光 片山　眞次 茂泉　勝夫

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

近藤　歳宗 原　　修二 架谷　八郎 林　　一彦 三浦　善隆 吉田　一男 萩野　道夫 吉田　哲守

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

丹羽　祐治 青木　清治 伊里　裕治 加納　康史 加藤　隆久 神谷　悠朗 山本　重雄 水野　憲治

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

中村　　寛 米山　博幸 丹羽　政次郎 武山　安徳 大森　信男 鈴木　文雄 安達　幸雄 内藤　良司

WF森林公園 小杉 WF名古屋港 名古屋広幡 アリジ ＷＦ森林公園 WF名古屋港 名古屋広幡

シニアの部 グランドシニアの部

　　2020年度

    　　　　　　　　PGSチャリティースクラッチ選手権中部日本地区決勝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区決勝1日目スタート組合せ表

東名古屋カントリークラブ東コース

OUT  （No.1 Tee） IN  （No.10 Tee)

　　（男子シニア・男子グランドシニア）の部

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

19 9:20 19 9:20

【備考】
◇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。
◇病気その他の理由で参加を取りやめる場合は、必ず事前に名古屋広幡ゴルフコース（0565）48-1551にご連絡下さい。
◇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。
◇ハウスの開場は5時30分と致します。練習場の開場も同時刻とします。
◇当日はスループレーの予定です。


