
開催日 : 2021年5月17日（月）

組
時
間

組
時
間

寺西　直樹 田村 史夫 不破　佳次 桂山　 茂 河野　涼介 小椋　秀孝 笠原　義也 鵜飼　孝光
    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　 　　名古屋広幡　 　　WF名古屋港　

清本　貴秀 中根　　純 石田　剛士 吉田　達功 加藤　大吾 尾関　智也 山下　典佑 上村　大和
　　WF名古屋港　     WF森林公園　 　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　名古屋広幡　     WF森林公園　 小松 　　　アリジ　

藤嶋幸太郎 山本　悠太 白井　基喜 宮間徳太朗 大堀　憂也 祖泉　　昭 内潟　柊哉 築山　一佳
　　名古屋広幡　 瑞陵 　　名古屋広幡　 　　WF名古屋港　 　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　　小　松　 　　名古屋広幡　

林　　愛翔 中川　貴人 西川　清数 竹尾　 賢 高津佐琉斗 中澤　豊三　 窪田　人文 細川　貴伸
　　名古屋広幡　 　　WF名古屋港　 　　WF森林公園　 　　名古屋広幡　 　　名古屋広幡　 　　　アリジ　 　　　定光寺　 　　WF名古屋港　

三浦　幸治 大西　　誠 安友　和宏 瓜生　典寛 生田　敏秋 奥野　誠吾 梅田　昂暉　 有本　　智
　　WF森林公園　 　　　アリジ 　　名古屋広幡　 　　WF名古屋港　 　　　小　杉 　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　WF森林公園　

原田　晃聖 佐川　元規 光成　照行 福岡　秀和 井手上貞博 早川　佳孝 丸山　涼輔 西川　賢治
　　WF名古屋港　 　　WF森林公園　 　　　小　松　 　　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　

大嶋　　宝 河合聡一郎 藤井　龍典 長谷川裕記 山口　典威 政岡　　悟 早川　健太 小竹　遼河
　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　　アリジ　 　　WF森林公園　　 　　名古屋広幡　 　　WF森林公園　 　　WF名古屋港　 　　　アリジ　

野々部　良 井出　太陽 田中　　翔 浅野　高浩 井上　晴雅 後藤太希男 東野　大洋 椎名　将大
　　　伊深の森　 　　名古屋広幡　 　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　　アリジ　 　　名古屋広幡　

山本　清嗣 粂野　俊之 竹下　邦彦 早川　復教 大倉　一晃 牧　　和寿 中村　拓哉 西村　憲之
　　　定光寺　 　　WF森林公園　 　　名古屋広幡　 　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　　伊深の森　 　　WF名古屋港　 　　WF森林公園　

木林　亮博 田中　賢吾 早川　直希 丹羽　正樹 林　　賢二 森本　將揮 佐々木秀文 三ツ矢賀保
　　名古屋広幡　 　　　アリジ　 　　WF名古屋港　 　　　瑞　陵　 　　WF森林公園　 　　WF名古屋港　 　　　小　松　 　　名古屋広幡　

西川　良太 船野　雅訓 新井　龍紀 林　晃誠 山路　将太 林　　完渡 湯浅　直樹 蟹江　俊翔
　　　小　杉 　　WF森林公園　 　　名古屋広幡　 　　　小　松　 　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　WF森林公園　 　　名古屋広幡　

鈴木　滉世 神取　佑樹 松山　阜司 石塚　年啓 上國料　剛 伊藤　雅和 堀口　典弘 片岡　幸大
　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　WF森林公園　 　　名古屋広幡　 　　　定光寺　 　　名古屋広幡　 　　WF名古屋港　 　　　小　松　

大西　　潤 阪野　智久 水野　洋希 三原　颯真 金本　大輝 大橋浩太朗 村見　双汰 髙坂信一郎
　　　アリジ　 　　WF名古屋港　 　　　伊深の森　 　　名古屋広幡　 　　　小　杉 　　WF名古屋港　 　　　アリジ　 　　名古屋広幡　

柳　　正和 谷本伊知郎 森　　虹陽 児玉　悠悟 小川　　健 桑野　貴也 古市　将都 櫻井　成翔
　　WF森林公園　 　　名古屋広幡　 　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　　瑞　陵　 　　WF名古屋港　 　　　伊深の森　 　　名古屋広幡　

杉浦　茂樹 北嶋　孝司 山谷　琢真 調所　　寛 山崎　滉仁 勢井　乃樹 緒方　伸紀 金城　五貴
　　名古屋広幡　 　　　瑞　陵　 　　　小　杉 　　WF名古屋港　 　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　WF森林公園　 　　名古屋広幡　

市川　　諒 酒井　遼也 竹中　捷人 小本　誠二 松浦　勝志 兼松　利幸 湯原　　光 仲里　健人
　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　　伊深の森　 　　　定光寺　 　　WF森林公園　 　　　伊深の森　 　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　

関本　琉志 松山　茉生 阿部　謙成 大嶋　　港 東野　雄樹 古川惣一朗 澤田　匠吾 石垣　珠侑
　中部日本シード 　　WF森林公園　 　　名古屋広幡　 　　WF名古屋港　 　　　小　松　 中部日本シード 　　名古屋広幡　 　　　アリジ　

本林　勝輝 永田　洸基 石垣　敢大 林　　謙吾 山本　幸広 芳賀　　勉 神谷　敬行 坂口　諒馬
　　　小　松　 　　WF森林公園　 　　　アリジ　 　　名古屋広幡　 　　名古屋広幡　 　　名古屋広幡　 　　名古屋広幡　 中部日本シード

大倉　光司 金田智太郎 近藤　　淳 皆川　利勝 大嶋　敏弘 光成　　赳 藤林　一之 古田　善英
　　WF名古屋港　 　　　小　杉 　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　WF名古屋港　 　　　小　松　 　　名古屋広幡　 　　　伊深の森　

佐々木倉夫 林　　栄二 猪原　嘉晴 中野　竜次 玉村　昌也 大橋　翔悟 川尻　琢磨 山田　高史
　　　瑞　陵　 　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　WF森林公園　 　　WF森林公園　 アリジ 　　　小　杉 　　WF名古屋港　

大塩慶太郎 乾　　哲哉 伊藤　勇次 牧野　祥大 石垣龍之介 荒牧　秀樹 能澤　　剛 高橋　幸久
　　　定光寺　 　　名古屋広幡　 　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　　アリジ　 　　WF名古屋港　 　　　小　松　 　　名古屋広幡　

竹田　俊司 松下　　昇 若杉　聡吾 山田　直人  水谷　大介　 久野　基志 鈴木　律行 深谷　俊行
アリジ 　　　伊深の森　 　　WF森林公園　 　　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　

閔　　康秋 澤田　勉 加藤　祐滋 尾子　高史
　　名古屋広幡　 　　WF名古屋港　 　　名古屋広幡　 　　　アリジ　

　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）

22 12:21

8.本競技の上位33名が、6月15日（火）・16日（水）オールドオーチャードゴルフクラブ（茨城県）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。

12:00

20 12:07

21 12:14

20 12:07

21 12:14

◇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

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

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）・16日（日）です。

18 9:20 18 9:20

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。

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。

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。

スタート調整 スタート調整

19 12:00

22 12:21

23 12:28

【宿泊施設のご案内】

19

16 9:06 16 9:06

17 9:13 17 9:13

スタート調整スタート調整

13 8:38 13 8:38

14 8:45 14 8:45

15 8:52 15 8:52

11 8:24 11 8:24

12 8:31 12 8:31

スタート調整スタート調整

8 7:56 8 7:56

9 8:03 9 8:03

10 8:10 10 8:10

6 7:42 6 7:42

7 7:49 7 7:49

スタート調整スタート調整

3 7:14 3 7:14

4 7:21 4 7:21

5 7:28 5 7:28

1 7:00 1 7:00

2 7:07 2 7:07

2021年度

中部日本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

名古屋広幡ゴルフコース

　OUT（No.1 Tee）　 IN（No.10 Tee）


