
.

ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名

時間 所属 所属 所属 所属 時間 所属 所属 所属 所属

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82

ｵｶﾀﾞ　ｶﾂﾕｷ ｷﾀｶﾞﾜ　ﾄﾐｼｹﾞ ﾊﾞﾊﾞ　ﾔｽｵ ｺﾝｲ　ｶｵﾙ ﾀﾜﾗ　ﾏｻﾉﾘ ｱﾗﾔ　ﾄｼｱｷ ｶｻﾉ　ﾔｽｱｷ ﾐｶﾜ　ｹｲｼﾞ

岡田 勝行 北川 富重 馬場 康雄 紺井 薫 俵 聖徳 新家 俊明 笠野 安明 三河 敬二
WF名古屋港 ｱﾘｼﾞ ｱﾘｼﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 東日本ｼｰﾄﾞ WF名古屋港 伊深の森 ｱﾘｼﾞ

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82

ﾔｽﾄﾐ ﾋﾃﾞｷ ｻｸﾗｲ ﾏｻﾙ ｽｽﾞｷ　ﾋｻｵ ｽﾅｶﾞ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ｵｵﾀ ﾀｸｲﾁ ｲﾄｳ　ｹﾝｼﾞ ﾜﾀﾞ　ﾋﾃﾞﾎ ﾋﾗﾊﾗ　ﾏｻﾐﾂ

安富 秀樹 櫻井 賢 鈴木 久男 須長 順一 大田 卓一 伊東 健二 和田 秀穂 平原 正満
紫あやめ 京都大原 全日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 奥津 千葉よみうり ｱﾘｼﾞ WF森林公園

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ｵｶﾞﾜ　ﾀｹｵ ﾐｶﾜ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾐｽﾞｶﾐ　ﾄｼﾐ ﾏﾁﾀﾞ　ﾓﾄｲﾁ ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｼ ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻｵ ﾓｲｽﾞﾐ　ｶﾂｵ ﾔﾏﾓﾄ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

小川 竹男 三河 順一 水上 敏美 町田 元一 中嶋 浩 棚田 眞夫 茂泉 勝夫 山本 順平
WF森林公園 ｱﾘｼﾞ ｱﾘｼﾞ 千葉よみうり 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原 WF森林公園 昭和の森

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ｼﾊﾞﾀ　ﾀﾀﾞｼ ﾀｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ ﾅｶｶﾞﾜ　ｱﾂｼ ﾊﾞﾝﾉ　ｷｸｵ ﾆｼﾔﾏ ﾀｶﾖｼ ｺｲｹ　ﾏｻﾙ ﾏﾂﾓﾄ　ｴｲｼﾞ ｻｲﾄｳ　ﾐﾂｵ

柴田 正 高山 耕一 中川 篤 阪野 喜久雄 西山 高義 小池 優 松本 英司 齋藤 光男
中部日本ｼｰﾄﾞ 奥津 WF名古屋港 名古屋広幡 岡山空港GC WF名古屋港 中部日本ｼｰﾄﾞ 全日本ｼｰﾄﾞ

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84

ｵｷ ｶｽﾞﾄ ｲｿｶﾞﾜ　ﾔｽｵ ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｮｳ ﾀｶﾀﾞ　ｶｽﾞﾅﾘ ｽｷﾞｳﾗ　ｳﾒｼﾞ ｸﾘﾊﾞﾔｼ　ｵｻﾑ ｶﾉｳ　ﾄﾓｼﾞ ﾆｼﾉ　ﾕｷｵ

沖 和人 五十川 康雄 山田 良 髙田 和成 杉浦 梅次 栗林 修 加納 友二 西野 幸夫
ｱｵﾉ 全日本ｼｰﾄﾞ よみうりｺﾞﾙﾌ ｱﾘｼﾞ 中部日本ｼｰﾄﾞ ｱﾘｼﾞ WF名古屋港 川越

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84

ﾊｾｶﾞﾜ　ｺｳｲﾁ ﾅｶﾞﾄﾐ ｺｳｼｭ ﾖｼﾀﾞ　ﾃﾂﾓﾘ ｵｵﾋｶﾞｼ ｼｹﾞﾉﾘ ﾑﾗｶﾐ ﾊｼﾞﾒ ｺﾞﾄｳ　ﾉﾘｵ ｵｸﾞﾗ　ﾖｼﾉﾌﾞ ﾔﾏﾓﾄ　ｼｹﾞｵ

長谷川 考一 長富 公守 吉田 哲守 大東 重則 村上 一 後藤 則夫 小倉 斎信 山本 重雄
WF森林公園 西日本ｼｰﾄﾞ WF名古屋港 西神戸 ＪＧＭ宇都宮 WF森林公園 ｱﾘｼﾞ 小杉

7:45 7:45

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ｵｶﾑﾗ ﾀｲﾗ ｲｼｲ　ｼﾞｭｳｼﾞ ｲﾉｳｴ　ｼﾝｲﾁ ﾔｽﾊﾗ ﾏｻｵ ﾀｶｼﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｹｼ ｲﾁｶﾜ　ｾｲｼﾞ ｽｽﾞｷ　ﾌﾐｵ

岡村 平 石井 重次 井上 眞一 安原 正夫 高島 秀一 菅原 健 市川 誠治 鈴木 文雄
富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 伊深の森 京都大原 京都大原 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 名古屋広幡 WF森林公園

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ﾅｲﾄｳ　ﾘｮｳｼﾞ ﾌｼﾞｻｷ　ｶｵﾙ ﾐｽﾞﾉ　ｼﾝｲﾁ ﾆｼﾀﾞ ｽｽﾑ ﾑｶｲ ﾃﾙﾐ ｶﾀﾔﾏ　ｼﾝｼﾞ ｳｴﾀﾞ　ﾕｷｵ ﾆｼﾔﾏ　ﾔｽﾋｺ

内藤 良司 藤崎 馨 水野 進一 西田 進 向井 輝巳 片山 眞次 植田 雪雄 西山 靖彦
名古屋広幡 伊深の森 全日本ｼｰﾄﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 伊深の森 千葉よみうり 東日本ｼｰﾄﾞ

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86

ｶﾄｳ　ﾃﾂﾋﾛ ﾌｼﾞﾀ　ﾄｼｶｽﾞ ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ﾖｼｵｶ ﾋﾛｶｽﾞ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾏｻﾖｼ ｽｽﾞｷ　ﾋﾛﾕｷ ｸｽﾓﾄ ﾏｻｼ ｷﾖﾀ　ﾀｸﾐ

加藤 哲博 藤田 敏和 高橋 幸喜 吉岡 博一 宇都宮 正喜 鈴木 弘之 楠本 正志 清田 巧
WF名古屋港 WF森林公園 北神戸 西神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 川越 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 伊深の森

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ｵﾊﾞﾗ　ｱｷﾋﾄ ｻﾄｳ　ｶﾂﾐ ｱｵｷ　ｾｲｼﾞ ｶﾐﾔ　ﾕｷｵ ﾓﾘ　ﾄｼﾐﾂ ﾀｶﾞﾊﾗ ｱｷﾀﾀﾞ ｸｼﾞﾗｲ　ｸﾆｵ ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾉﾙ

小原 明人 佐藤 勝美 青木 清治 神谷 悠朗 森 俊光 田ヶ原 章忠 鯨井 邦夫 飯島 実
中部日本ｼｰﾄﾞ WF名古屋港 WF名古屋港 WF名古屋港 伊深の森 京都大原 川越 千葉よみうり

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ﾖｺﾔﾏ　ﾅｵﾂｸﾞ ﾊｻﾀﾆ　ﾊﾁﾛｳ ﾊﾆｵｶ ｺｳｲﾁ ﾉﾀﾞ　ﾏｻﾉﾌﾞ ｻﾄｳ　ﾄｼｵ ｵｵﾔ　ｶﾂｼﾞ ﾖｼｵｶ　ﾋﾛﾐ ﾓﾘﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ

横山 尚次 架谷 八郎 埴岡 孝一 野田 正伸 佐藤 敏夫 大矢 勝治 吉岡 廣見 森谷 英徳
WF森林公園 小松 ｱｵﾉ WF森林公園 よみうりｺﾞﾙﾌ WF名古屋港 定光寺 西神戸

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88

ﾀｹﾔﾏ　ﾘｮｳｲﾁ ﾖｼﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ ﾏﾂﾓﾄ　ｶﾂｼﾞ ﾀﾁﾊﾗ　ﾄｼｵ ﾓﾘ　ｹﾝ ﾋﾗﾃ　ﾋﾄｼ ｶｷﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ ｶﾄｳ　ﾀｶﾋｻ

武山 良一 吉谷 博之 松本 勝治 立原 利夫 森 健 平手 仁 柿本 正和 加藤 隆久
WF森林公園 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ WF森林公園 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 伊深の森 ｱｵﾉ WF名古屋港

8:37 8:37

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90

ｷﾉｼﾀ　ｱｷｵ ﾀｶｾ ｶｽﾞﾋﾛ ｴﾆｼ ﾋﾛﾌﾐ ﾊｷﾞﾉ　ﾐﾁｵ ｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ ﾌｶｻﾜ　ｶｽﾞﾐ ﾋﾋﾞﾉ　ﾖｼﾐﾂ

木下 晶夫 高瀬 和弘 江西 博文 萩野 道夫 佐藤 勝之 深澤 一三 日比野 義光
WF名古屋港 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 全日本ｼｰﾄﾞ WF名古屋港 西神戸 千葉よみうり 昭和の森

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 94

ｷﾑﾗ　ﾕｳｲﾁ ｳｴ ｼｭｳｼﾞ ﾐﾅﾐ　ｼﾞﾛｳ ｺﾃﾗ ｹﾝｽｹ ﾌｼﾞｲｼ ﾏｻﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙｱｷ ｱﾍﾞ　ﾋﾃﾞﾋﾛ

木村 雄一 植 修治 南 二郎 小寺 研介 藤石 正人 山本 照明 阿部 秀博
WF名古屋港 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱﾘｼﾞ 京阪 京阪 西日本ｼｰﾄﾞ WF森林公園

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 76

ｱｻﾀﾞ ﾂﾖｼ ﾐｽﾞﾉ　ｹﾝｼﾞ ｺｼﾞﾏ　ﾄﾓﾋﾛ ｺｼﾞﾏ　ｶﾝｲﾂ

朝田 剛司 水野 憲治 小島 朋広 小島 鑑逸
ｱｵﾉ 中部日本ｼｰﾄﾞ 全日本ｼｰﾄﾞ WF名古屋港

ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名

時間 所属 所属 所属 所属 時間 所属 所属 所属 所属

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78

ﾌｼﾞｲ　ﾐｳ ｲﾅﾊﾞ　ﾁﾉ ｸｾ ｶﾉｶ ﾓﾘ ﾕｲ ﾐﾔｺ ﾚｲｶ ｵｶﾀﾞｺﾉﾊ ﾀﾅｶ ﾋﾅ ｱｶﾏﾂ ﾅｷﾞｻ

藤井 美羽 稲葉 千乃 久世 夏乃香 森 愉生 都 玲華 岡田 樹花 田中 陽菜 赤松 渚

ｱﾘｼﾞ ｱﾘｼﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 西日本ｼｰﾄﾞ 全日本ｼｰﾄﾞ 北神戸 京阪

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80

ｳｴﾀﾞ　ﾐｸ ｶﾐﾔ　ﾓﾓｶ ｲｹｶﾞﾔ　ﾙﾅ ﾊﾞﾊﾞ　ｻｷ ｸﾜﾑﾗ　ﾐﾎ ｼｵｼﾞ ﾁﾋﾛ ﾏﾂﾀﾞ　ｼｽﾞｸ ｵｵｳﾁ ﾐｽﾞｷ

上田 澪空 神谷 桃歌 池ヶ谷 瑠菜 馬場 咲希 桑村 美穂 塩路 千尋 松田 雫 大内 瑞喜

東日本ｼｰﾄﾞ ｱﾘｼﾞ ｱﾘｼﾞ 東日本ｼｰﾄﾞ 千葉よみうり ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｱﾘｼﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ｼﾝﾁ　ﾏﾐｶ ﾖｺﾔﾏ　ｽｽﾞﾅ ｻｲﾄｳ　ﾘﾅ ﾖｺﾞ　ﾕｲﾅ ｽｽﾞｷ ﾋﾒﾙ ﾑﾗﾀ ｱﾕｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ

新地 真美夏 横山 珠々奈 斉藤 里奈 與語 優奈 鈴木 姫琉 村田 歩香 山本 風花

千葉よみうり 全日本ｼｰﾄﾞ 那須野ヶ原 ｱﾘｼﾞ 紫あやめ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

1日目ｽｺｱ 70 1日目ｽｺｱ 70 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86

ｲﾁﾑﾗ　ｱﾝ ｶﾐﾔｿﾗ ｵﾏﾀ　ﾕｽﾞﾊ ｲﾅｶﾞｷﾅﾅｺ ｶﾅﾔ　ｲﾂｷ ﾐﾂｲ ﾕﾅ ｽｷﾞﾓﾄ　ｶﾅﾐ

市村 杏 神谷 そら 小俣 柚葉 稲垣 那奈子 金谷 一希 三井 優奈 杉本 花波

ｱﾘｼﾞ 全日本ｼｰﾄﾞ 那須野ヶ原 全日本ｼｰﾄﾞ ｱﾘｼﾞ 京阪 ｱﾘｼﾞ

参加人数：グランドシニア114人、女子30人

2 9:22 2 9:22

1 9:15 1

-

4 9:37 4 9:37 -

3 9:30 3 9:30

9:15

14 8:52 14 8:52 -

15 9:00

組 組

調　　整　　時　　間

13 8:45 13 8:45 -

調　　整　　時　　間

12 8:30 12 8:30

10 8:15 10 8:15

11 8:22 11 8:22

8 8:00 8 8:00

9 8:07 9 8:07

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

7 7:52 7 7:52

5 7:30 5 7:30

6 7:37 6 7:37

3 7:15 3 7:15

4 7:22 4 7:22

第２日目　スタート表

PGS全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権

開催コース：ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 2021年6月2日(水)

OUT IN

PGS全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権

7:07

1 7:00 1 7:00

組 組

2 7:07 2


