
.

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 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース

ｵｷ　ﾀｹﾋﾛ ﾌｼﾞﾀ　ﾄｼｶｽﾞ ﾏｴﾀﾞ　ｱｻｼﾞ ｺﾝﾄﾞｳ　ﾄｼｷﾖ ｻｲﾄｳ　ﾋﾛｱｷ ｵｶﾓﾄ　ﾏｻﾖｼ ﾅｶﾞﾔﾏ　ﾀﾀﾞｼ ｶﾈｵｶ　ﾋﾃﾞﾕｷ

沖 雄大 藤田 敏和 前田 朝治 近藤 利清 斎藤 裕明 岡本 正義 長山 正 金岡 秀行

西神戸 WF森林公園 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 名古屋広幡 WF森林公園 岡山空港 よみうりｳｴｽﾄ 下館

ﾀｶﾊｼ　ｹﾝｼﾞ ﾅｶﾑﾗ　ﾘﾂﾛｳ ﾌｼﾞﾓﾄ　ｺｳｲﾁ ｲﾏﾆｼ　ﾋﾛﾕｷ ﾊﾗﾀﾞ　ﾕｷﾋｺ ﾏﾂｼﾏ　ﾂﾖｼ ﾂﾉﾀﾞ　ｺｳｲﾁ ﾄﾞｲ　ﾏｺﾄ

高橋 健司 中村 律郎 藤本 弘一 今西 弘幸 原田 行彦 松嶋 剛 角田 幸一 土井 誠

富士ｺﾞﾙﾌ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 WF名古屋港 名古屋広幡 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ JGM宇都宮 WF名古屋港

ﾂﾈｵｶ　ｹｲﾀ ﾀｷﾉ　ﾌﾐﾊﾙ ﾏｴﾀﾞ　ﾏｻｱｷ ｶﾜﾏﾀ　ﾊﾙﾐ ﾏｴﾀﾞ　ｼｭｳｼﾞ ﾅｶﾀ　ﾖｳｲﾁ ﾋｶﾞｼﾐﾁ　ｶｽﾞﾋﾄ ｷｸﾁ　ｾﾞﾝｼﾞ

常岡 慶太 瀧野 文晴 前田 正昭 川又 治美 前田 修二 仲田 陽一 東道 和仁 菊池 善次

昭和の森 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｱﾘｼﾞ 紫あやめ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ WF名古屋港 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

ﾅｶﾂｼﾞ　ｺｳｿﾞｳ ﾖｼﾀﾆ　ﾋﾛﾕｷ ｼｹﾞﾀ　ｷﾝｿﾞｳ ｽｷﾞｳﾗ　ｳﾒｼﾞ ｲﾄｳ　ｶｽﾞｱｷ ﾌｼﾞﾓﾄ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾋｬｸﾀｹ　ｶｽﾞﾔ ﾓﾘﾀ　ﾔｽﾋｺ

中辻 幸三 吉谷 博之 重田 金造 杉浦 梅次 伊東 一明 藤本 淳一 百武 和也 森田 康彦

大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 千葉よみうり 名古屋広幡 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 京都大原 名古屋広幡

ﾏﾂｳﾗ　ﾔｽﾋﾛ ﾜﾗｶﾞｲ　ｶｽﾞｼﾞ ﾀｹﾑﾗ　ｱﾂﾋｺ ｽｽﾞｾｷ　ｼﾞｭﾝｷ ｵｵｷ　ｶﾂﾋﾛ ｺｻﾞﾙ　ﾋﾛﾕｷ ﾀｹﾀﾞ　ﾔｽｵ ﾄﾓﾂｸﾞ　ﾉﾘｵ

松浦 安洋 藁谷 和一 竹村 厚彦 鈴関 純樹 大木 勝博 小猿 裕之 竹田 康雄 友次 則夫

名古屋広幡 千葉よみうり 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 川越 下館 琵琶湖ﾚｰｸ WF森林公園 岡山空港

ｵｵｾｷ　ｱﾂｼ ｸﾛﾀﾞ　ﾊｼﾞﾒ ﾐｶﾞｷ　ﾀﾓﾂ ﾀｶﾊｼ　ﾀｹｵ ﾜﾀﾗｲ　ｺｳｼﾞ ﾐｽﾞﾉ　ﾉﾘﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼ　ｶﾂｵ ﾀｶｲ　ｱｷﾋｺ

大関 淳 黒田 一 三垣 保 高橋 岳男 渡曾 公士 水野 徳之 小林 且雄 高井 昭彦

川越 紫あやめ 花回廊 富士ｺﾞﾙﾌ 川越 中部日本ｼｰﾄﾞ 紫あやめ ｱｵﾉ

ｵｵﾔﾏ　ｶｽﾞﾋﾗ ｻｲﾄｳ　ﾐﾉﾙ ﾏﾂｻﾞｷ　ﾖｼﾋﾛ ﾊｾｶﾞﾜ　ﾖｼﾉﾌﾞ ﾕﾒﾉ　ｼﾞｭﾝｼﾞ ｳｴﾑﾗ　ﾋﾛｶｽﾞ

大山 一平 齋藤 実 松﨑 至宏 長谷川 清延 夢野 順二 植村 浩和

ｱｵﾉ 千葉よみうり よみうりｳｴｽﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 米子 WF名古屋港

7:52 7:52

ｲｼｶﾜ　ｼﾝ ｶｽﾔ　ﾌﾐｼｹﾞ ｶﾝｳ ｶﾜﾊﾞﾀ　ｻﾄｼ ﾀｶﾊｼ　ﾏｻｷ ｵｸﾞﾗ　ﾉﾌﾞﾕｷ ﾊﾞﾊﾞ　ﾀｶｼ ﾓﾘｼﾀ　ｼﾝｲﾁ

石川 伸 糟谷 文重 姜 優 川端 敏 髙橋 正紀 小倉 信行 馬場 敬 森下 眞一

北神戸 定光寺 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 名古屋広幡 新君津 よみうりｳｴｽﾄ 富士ｺﾞﾙﾌ 名古屋広幡

ﾂｼﾞﾀ　ｼｮｳｺﾞ ｱｲﾊﾗ　ｶｽﾞﾋﾛ ﾅﾗ　ｶﾂｼｹﾞ ﾐﾂｲ　ﾖｼｹｲ ｶﾉｳ　ﾔｽﾌﾐ ﾓﾘ　ﾊﾝｼﾞ ｱｵｷ　ﾖｼﾋﾛ

辻田 昭吾 合原カズヒロ 奈良 勝重 三井 吉奎 加納 康史 森 判治 青木 克浩

西日本ｼｰﾄﾞ ｱｵﾉ 紫あやめ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 名古屋広幡 西日本ｼｰﾄﾞ 千葉よみうり

ﾊﾔｼ　ｹｲｲﾁ ﾔｷﾞ　ﾄｼｶｽﾞ ｵｵﾔﾏ　ｹﾝｼﾞ ﾅｶﾔﾏ　ﾄｼﾏｻ ﾓﾘｼﾞﾘ　ｱｷﾋｺ ﾑﾗﾔﾏ　ﾖｼﾋｺ ｵｵﾋｶﾞｼ　ｼｹﾞﾉﾘ ｸﾎﾞｷ　ﾂﾈﾖｼ

林 恵一 八木 敏和 大山 憲治 中山 敏正 森尻 昭彦 村山 嘉彦 大東 重則 久保木 典美

ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 名古屋広幡 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 岡山空港 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ よみうりｳｴｽﾄ 西神戸 東日本ｼｰﾄﾞ

ﾏｻｷ　ｲｻｵ ﾊｼﾓﾄ　ｶｽﾞﾋﾃﾞ ﾌﾙｵｶ　ﾋﾛﾖｼ ｲｼｻﾞｷ　ｽｽﾑ ｵｶｻﾞﾜ　ｼｹﾞｵ ｺﾞﾄｳ　ｼｹﾞｵ ﾆｼ　ﾀｶﾋﾛ ｲｼｶﾜ　ｼﾞｭﾝｲﾁ

正木 伊三雄 橋本 一秀 古岡 弘吉 石崎 進 岡澤 重雄 後藤 繁生 西 隆弘 石川 順一

紫あやめ 北神戸 ｱﾘｼﾞ 富士ｺﾞﾙﾌ 千葉よみうり 中部日本ｼｰﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ JGM宇都宮

ｶﾄｳ　ﾋﾛｼ ｴﾆｼ　ﾋﾛﾌﾐ ｱﾍﾞ　ﾕｷｵ ｼｵﾀﾞ　ｶｽﾞｼ ｺﾝﾄﾞｳ　ﾄｼﾑﾈ ｲﾄｳ　ｻﾄｼ ｼﾓﾉ　ﾉﾌﾞﾃﾙ ﾏｽﾀﾞ　ﾕﾀｶ

加藤 浩 江西 博文 阿部 行雄 塩田 一史 近藤 歳宗 伊藤 智史 下野 修照 増田 豊

伊深の森 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 琵琶湖ﾚｰｸ 千葉よみうり 中部日本ｼｰﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 昭和の森 伊深の森

ｱｶｻｶ　ﾏｻｵ ﾁﾊﾞ　ﾐﾉﾙ ｶﾐﾔ　ｼｹﾞﾙ ﾋｶﾞｼﾓﾄ　ﾏｻｼ ﾊﾏﾓﾄ　ﾖｼﾉﾌﾞ ｻｶｲﾀﾞ　ｻﾀﾞﾖｼ ﾀﾅｶ　ﾘｭｳｼﾞ ﾃﾗﾀﾞ　ｶｽﾞﾐ

赤坂 正雄 千葉 実 神谷 茂 東本 雅至 濱本 佳伸 堺田 貞良 田中 竜二 寺田 一実

奥津 下館 全日本ｼｰﾄﾞ 北神戸 WF名古屋港 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 湯村ｶﾝﾂﾘｰ JGM宇都宮

ﾏﾂﾑﾗ　ｶｽﾞﾋｺ ﾌｼﾞｲ　ﾋﾛﾌﾐ ﾔｸﾞﾁ　ﾖｼｵ ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ　ﾋﾃﾞｱｷ ｺﾃﾗ　ｹﾝｽｹ ﾀﾏﾔﾏ　ﾋﾛﾔｽ ｼﾑﾗ　ｶｽﾞﾋｺ ｽｽﾞｷ　ﾏｻﾋﾛ

松村 和彦 藤井 広文 矢口 義雄 檀上 英昭 小寺 研介 玉山 博康 志村 和彦 鈴木 雅弘

WF名古屋港 全日本ｼｰﾄﾞ 下館 よみうりｳｴｽﾄ 京阪 名古屋広幡 全日本ｼｰﾄﾞ 紫あやめ

8:52 8:52

ﾆｼﾀﾞ　ﾀｶｼ ﾐｽﾞﾉ　ｹﾝｼﾞ ﾌｼﾞﾀ　ｼﾝ ｴﾉﾓﾄ　ｼｹﾞﾙ ﾀｹﾔﾏ　ﾘｮｳｲﾁ ﾄｸﾔ　ﾐﾂﾕｷ ｵｸﾞﾘ　ｹﾝｼﾞ

西田 隆志 水野 憲治 藤田 伸 榎本 盛 武山 良一 徳矢 光行 小栗 健嗣

WF森林公園 中部日本ｼｰﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 川越 名古屋広幡 北神戸 富士ｺﾞﾙﾌ

ﾊｷﾞﾉ　ﾏｻﾉﾌﾞ ﾘｸﾀ　ｲｸｵ ｺｼﾞﾏ　ﾀﾂﾕｷ ｲﾄｳ　ﾓﾄﾕｷ ﾐﾉ　ﾖｼﾛｳ ｵﾌﾞﾁ　ﾅｵｼ ﾊﾘｸﾞﾁ　ｼﾝｺﾞ ｽｽﾞｷ　ｼｮｳｲﾁﾛｳ

萩野 将信 陸田 郁夫 児島 達之 伊藤 元之 三野 善良 小渕 直史 播口 真午 鈴木 正一郎

昭和の森 東日本ｼｰﾄﾞ 全日本ｼｰﾄﾞ 名古屋広幡 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 下館 WF名古屋港 千葉よみうり

ﾀﾂｲ　ｹﾝｼﾞ ﾆｼｸﾞﾁ　ﾐﾁｱｷ ｵｸﾑﾗ　ﾏｻﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾃﾂﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻﾄｼ ﾏｴﾀﾞ　ﾏｻｵ ｺﾊﾞﾔｼ　ｼﾝｺﾞ ｵｵｼﾏ　ﾋﾛﾌﾐ

辰井 賢二 西口 道明 奥村 政之 渡邊 哲也 渡辺 悟志 前田 政雄 小林 信吾 大島 広史

富士ｺﾞﾙﾌ 名古屋広幡 伊深の森 JGM宇都宮 西日本ｼｰﾄﾞ 川越 全日本ｼｰﾄﾞ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

ｶﾂﾀ　ｶｽﾞﾋﾛ ｸﾗﾀ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ｲﾅｻﾞﾜ　ﾋﾛﾕｷ ﾏﾂｵ　ｼｭｳｼ ｶﾄｳ　ｼﾝｺﾞ ﾔﾏｻﾞｷ　ｸﾆﾋﾃﾞ ﾓﾘﾓﾄ　ﾏﾓﾙ ｺｱﾗｼ　ﾄｵﾙ

勝田 和宏 倉田 順一 稲沢 宏之 松尾 修史 加藤 眞悟 山碕 久仁英 森本 守 小嵐 徹

水島ﾘﾝｸｽ WF名古屋港 JGM宇都宮 奥津 川越 名古屋広幡 富士ｺﾞﾙﾌ 中部日本ｼｰﾄﾞ

ﾁｶｵｶ　ﾂｷﾞｵ ﾅｶﾀ　ﾏｻﾉﾌﾞ ｾｷﾊｼ　ｺｳｲﾁ ｱﾗｲ　ﾖｼｵ ｳｽｲ　ｾｲﾁｮｳ ｷﾑﾗ　ｷﾖｼ ﾅｶｶﾞﾜ　ｽﾐｵ ｲｸﾀ　ﾏｺﾄ

近岡 次男 仲田 雅信 關橋 光一 洗井 良夫 碓氷 清朝 木村 紀代志 中川 澄夫 生田 誠

伊深の森 ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞ 東日本ｼｰﾄﾞ 北神戸 昭和の森 花回廊 京都大原 WF名古屋港

ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾛｼ ﾀｲｱﾝ　ﾃﾂﾉﾘ ﾅｶﾉ　ﾉﾘｱｷ ｶﾈﾊﾗ　ﾖｼﾀｶ

中村 寛 太安 哲教 中野 典昭 金原 好隆

中部日本ｼｰﾄﾞ 岡山空港 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 名古屋広幡

9:45 9:45

ｶﾄｳ　ﾉﾘｺ ｷﾀｵｶ　ﾕｶ ｼﾝﾎﾞ　ﾐｷ ｱﾏﾉ　ﾒｸﾞﾐ ﾀﾆｸﾞﾁ　ｼﾏ ﾏﾙﾉｳﾁ　ﾋﾛﾐ ﾃﾗｳﾁ　ｱｽﾞｻ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾉﾌﾞｴ

加藤 紀子 北岡 由加 新保 美樹 天野 恵 谷口 志麻 丸之内 広美 寺内 梓 小林 信英

名古屋広幡 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 紫あやめ 奥津 西日本ｼｰﾄﾞ WF名古屋港 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

ﾀｼﾞﾏ　ﾕｳｺ ﾀｶﾔﾏ　ﾐﾜ ﾏｴﾀﾞ　ｴﾘ ｵｶﾍﾞ　ﾙﾐｺ ﾑﾗﾀ　ﾅｵｺ ﾅﾂﾔﾏ　ﾙｲ ｽﾄﾞｳ　ﾕｶ ｶﾅｲ　ｴﾐｺ

田嶋 優子 髙山 美和 前田 英里 岡部 るみ子 村田 直子 夏山 ルイ 須藤 悠圭 金井 恵美子

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 西神戸 中部日本ｼｰﾄﾞ 伊深の森 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ JGM宇都宮 全日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森

ﾅｶﾔﾏ　ﾐﾂﾖ ﾌｸﾑﾗ　ｶﾅ ｸﾘﾊﾗ　ﾐｷ ﾃﾗﾑﾗ　ﾐﾄﾞﾘ ﾅｶﾉ　ﾕｶﾘ ｵｻﾀﾞ　ｼﾉｶ ｻｻｷ　ﾖｳ ｸﾄﾞｳ　ﾘｶ

中山 光代 福村 香名 栗原 美紀 寺村 みどり 中野 有佳梨 長田 紫野香 佐々木 曜 工藤 利佳

名古屋広幡 全日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 北神戸 西神戸 全日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 千葉よみうり

ﾀｼﾞﾘ　ﾁｶ ｸﾘﾊﾗ　ｴﾂｺ ﾔﾏﾀﾞ　ﾋｻｺ ｻｻｷ　ｻﾁ ｺｳﾂﾞｶ　ﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾗｻ ｵｳｶﾞ　ﾋﾛｺ

田尻 智佳 栗原 悦子 山田 久子 佐々木 砂知 幸塚 由紀 渡部 良紗 近賀 博子

西日本ｼｰﾄﾞ 全日本ｼｰﾄﾞ 岡山空港 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 西日本ｼｰﾄﾞ 名古屋広幡 東日本ｼｰﾄﾞ

ｸﾛｻﾜ　ﾌﾕﾐ ｼﾓｲ　ﾐｷｺ ｱﾀﾞﾁ　ﾘﾅ ｽｽﾞｷ　ﾄﾓｺ ﾐﾄ　ﾀｶｺ ﾅｶﾞﾔﾏ　ｹｲｺ ﾔﾏﾀｹ　ﾏﾘｴ ｱｵｷ　ﾓﾓｺ

黒沢 冬実 下井 幹子 安達 吏那 鈴木 智子 三戸 高子 永山 恵子 山岳 茉莉依 青木 ももこ

JGM宇都宮 北神戸 千葉よみうり 全日本ｼｰﾄﾞ 西神戸 名古屋広幡 岡山空港 中部日本ｼｰﾄﾞ

参加人数：191人

全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権

開催コース：北神戸ゴルフ場 2021年6月22日(火)
OUT（南） IN （東）

組 組

1 7:00 1 7:00

2 7:07 2 7:07

3 7:15 3 7:15

4 7:22 4 7:22

5 7:30 5 7:30

6 7:37 6 7:37

9 8:07 - 9 8:07

-

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

8 8:00 8 8:00

7 7:45 - 7 7:45

10 8:15 10 8:15

11 8:22 11 8:22

12 8:30 12 8:30

13 8:37 13 8:37

調　　整　　時　　間

15 9:00 15 9:00 -

14 8:45 14 8:45

調　　整　　時　　間

16 9:07 16 9:07

17 9:15 17 9:15

18 9:22 18 9:22

19 9:30 19 9:30

20 9:52 21 9:52

9:37 調　　整　　時　　間 20 9:37

24 10:22 25 10:22

全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権

23 10:15 - 24 10:15

21 10:00 22 10:00

22 10:07 23 10:07

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間


