
開催日 : 2021年5月11日（火）

組 時間 組 時間

山下　賢一 鈴木　武正 奥山　良信 佐野　勝己 伊藤　 明 奥村　政之 杉浦　梅次 今野　正吾

アリジ WF名古屋港 小杉 伊深の森 名古屋広幡 伊深の森 名古屋広幡 WF名古屋港

上田　勝義 餅原　幹也 宮崎　敏彦 山村　直彰 小棹　美徳 近藤　利清 服部　裕次 窪田　 耕

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

山碕久仁英 山内龍一郎 市来　圭介 千葉　純一 増田　 豊 大村　光明 駒田　茂八 松浦　安洋

名古屋広幡 伊深の森 アリジ WF名古屋港 伊深の森 WF森林公園 WF名古屋港 名古屋広幡

加藤　庄一 田中　康光 若井　聡志 近岡　次男 山田　和広 山内　真二 榊原　英樹 金村　正春

WF名古屋港 アリジ 小杉 伊深の森 WF名古屋港 定光寺 WF名古屋港 名古屋広幡

井上　眞一 永田　恵三 大森　幹夫 神田　輝彦 新谷　博英 松村　和彦 鷲見　勇晴 清水　茂義

伊深の森 名古屋広幡 小松 WF名古屋港 アリジ WF名古屋港 伊深の森 WF森林公園

7:35 7:35

加藤　 等 竹田　康雄 松本　英司 西村　一信 藤田　敏和 森岡　智隆 近藤　 羅 磯部　泰邦

WF名古屋港 WF森林公園 名古屋広幡 アリジ WF森林公園 伊深の森 WF名古屋港 名古屋広幡

松原　和之 渡邉　広海 小池　悦也 広瀬　康二 羽吉　正勝 小田　 丞 菅原　 健 浜地　 弘

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

前田　正昭 丹羽　祐治 松葉　勇造 柴田　雅好 大橋　幸雄 植村　浩和 原田　行彦 斎藤　裕明

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

森田　哲彦 玉村　昌也 安藤　隆之 吉田　英敏 森　 大樹 福永　祐二 名嘉眞　隆 野村　法宏

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

平原　正満 金原　好隆 森　 秀吉 大村　則雄 平岡　孝之 堀　 秀樹 阪野喜久雄 浦川　賀光

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

8:17 8:17

山田　正俊 水野　憲治 水島　正成 中川　 久 若尾　英訓 井上　晴雅 武山　良一 西川　清数

WF名古屋港 中部日本シード 小杉 アリジ WF名古屋港 中部日本シード 名古屋広幡 WF森林公園

稲垣　幸伸 石原　光弘 中村　 寛 加納　康史 髙田　政治 田中　 章 近藤　徳久 兄山　弘延

WF森林公園 WF名古屋港 中部日本シード 名古屋広幡 中部日本シード 伊深の森 アリジ WF名古屋港

小嵐　 徹 古岡 弘吉 加藤　敏治 塚田　政司 輪島　隆二 濱本　佳伸 小川　竹男 花沢健一郎

中部日本シード アリジ 定光寺 WF名古屋港 小杉 WF名古屋港 中部日本シード 小松

古田　 透 西田　隆志 今西　弘幸 近藤　歳宗 生田　 誠 大澤　芳巳 森田　康彦 神谷　悠朗

名古屋広幡 WF森林公園 WF名古屋港 中部日本シード WF名古屋港 アリジ 名古屋広幡 中部日本シード

後藤　繁生 倉田　順一 加藤　 浩 玉山　博康 水野　徳之 伊藤　元之 北川　敏彦 石川　一正

中部日本シード WF名古屋港 伊深の森 名古屋広幡 中部日本シード 名古屋広幡 WF森林公園 WF名古屋港

8:59 8:59

村崎　 朗 剱田　 章 小林　 恵 伊藤　博也 林　 一彦 高林　和也 加古　嘉助 深谷　高義

アリジ WF名古屋港 小杉 WF森林公園 伊深の森 アリジ WF森林公園 WF名古屋港

来馬　達也 八木　敏和 松尾　藤徳 黒田　真司 糟谷　文重 久野　基志 川端　敏 金守　 彰

小松 名古屋広幡 アリジ WF名古屋港 定光寺 WF名古屋港 名古屋広幡 アリジ

仲田　陽一 大脇　浩徳 森下　眞一 井上　伸一 山田　宣行 新谷　広光 森下　孝光 中川　喜雅

WF名古屋港 WF森林公園 名古屋広幡 伊深の森 WF森林公園 小杉 伊深の森 WF名古屋港

   定員になり次第締切ますので前日までに予約して下さい。（出場選手のみ）

2021年度
中部日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権

大会1日目　スタート組合わせ表

スタート調整

4 7:21 4 7:21

5 7:28 5 7:28

スタート調整

2 7:07 2

9 8:03

6 7:42

7 7:49

8 7:56

9 8:03

6 7:42

7 7:49

8 7:56

12 8:31 12 8:31

13 8:38 13 8:38

14 8:45 14 8:45

15

6.当日欠場する場合は、必ず大会事務局（名古屋広幡ゴルフコースTEL0565-48-1551）まで連絡すること。

7.指定練習日は、4月26日（月）・27日（火）・5月8日（土）・9日（日）・10日（月）です。

15 8:52

1.使用ティーマーカーはPGSコンペティションティー（白）とする。

2.大会両日とも18ホールスループレーとする。

3.練習は指定練習場にて行ない、打球練習場では備付けの球を使用しスタート前の練習は30球を限度とする。（ボール貸出機10球／100円）

4.クラブハウス・レストラン・練習場5時45分よりオープンする。

8:52

スタート調整 スタート調整

16 9:06 16 9:06

7:07

3 7:14 3 7:14

名古屋広幡ゴルフコース

OUT（No.1 Tee） IN（No.10 Tee）

1 7:00 1 7:00

スタート調整

11 8:24 11 8:24

10 8:10 10 8:10

スタート調整

◇ホテルルートイン豊田朝日ヶ丘（コースまで車で約25分）TEL：0565-37-8122

17 9:13 17 9:13

18 9:20 18 9:20

◇ホテルルートイン豊田陣中（コースまで車で約25分）TEL：0565-36-4511

8.本競技の上位41名が6月22日（火）・23日（水）北神戸ゴルフ場（兵庫県）で開催の全日本大会の出場資格を得る。

9.ゴルフ場周辺は交通渋滞が予測されますので早めのご来場をお願い致します。

【宿泊施設のご案内】

5.欠席があった場合は、組合せ及びスタート時間を変更する場合がある。


