
期　　日：2022年4月25日（月）

参加者数：116名 主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

選　手　名 選　手　名 選　手　名 選　手　名
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

野中　　義彦 三河　　順一 青島　　一雄 山形　　　修
伊深の森 アリジ WF森林公園 名古屋広幡

佐藤　　勝美 福田　　　誠 駒田　茂八 西井　　隆一
WF名古屋港 名古屋広幡 WF名古屋港 WF森林公園

園田　　正文 濱　　　厳治 牧野　　茂信 小林　　正一
名古屋広幡 WF名古屋港 伊深の森 小杉

三宅　　元 藤田　　敏和 加納　　友二 大嶋　　秀二
名古屋広幡 WF森林公園 WF名古屋港 アリジ

安達　　幸雄 小池　　　稔 溝口　　和茂 近藤　　　羅
WF名古屋港 アリジ 伊深の森 WF名古屋港

山下　　豊喜 高木　　清美 小池　　　優 高原　　康男
WF森林公園 伊深の森 WF名古屋港 名古屋広幡

清田　　　巧 鈴木　　経男 加藤　　正七 三河　　敬二
伊深の森 WF名古屋港 WF森林公園 アリジ

内藤　　良司 三輪　茂晴 神谷　　悠朗 新川　　義光
名古屋広幡 名古屋広幡 WF名古屋港 伊深の森

判治　　隆男 村上　　正憲 架谷　　八郎 福岡　　茂樹
WF名古屋港 名古屋広幡 小杉 WF森林公園

井上　　誠康 城　　　伸起 水上　　敏美 加藤　　哲博
小杉 伊深の森 アリジ WF名古屋港

本田　　和博 杉浦　　正美 前田　　知次 井上　　真一
名古屋広幡 WF名古屋港 WF森林公園 伊深の森

金子　　昊正 塚田　　順治 近　　　　広 小川　　竹男
WF名古屋港 伊深の森 WF名古屋港 WF森林公園

萩野　　道夫 余語　　敏治 広田　　敏明 永井　　克己
名古屋広幡 WF名古屋港 小杉 名古屋広幡

山口　　芳隆 森脇　　正廣 大江　　孝次 木下　　晶夫
アリジ WF名古屋港 WF森林公園 WF名古屋港

中村　　義一 水野　　憲治 杉浦　　梅次 柴山　　武雄
WF森林公園 伊深の森 名古屋広幡 定光寺

田中　　鋭郎 小島　　鑑逸 栗林　　　修 野田　　正伸
シード 伊深の森 WF名古屋港 アリジ WF森林公園

加藤　　隆久 松本　英司 藤崎　　　馨 渡邊　　武男
名古屋広幡 シード　名古屋広幡 伊深の森 WF名古屋港

内藤　　俊雄 茂泉　　勝夫 小原　明人 古賀　　　勲
WF名古屋港 WF森林公園 シード 伊深の森 名古屋広幡

辻　　　幸博 吉見　　本弘 木村　　雄一 平原　　正満
アリジ 小杉 WF名古屋港 伊深の森

渋谷　　政治 熊谷　　任 吉田　　一男 田中　　康光
WF名古屋港 伊深の森 アリジ WF名古屋港

山川　　敬止 松本　　勝治 小林　　利治 竹田　　康雄
アリジ WF森林公園 WF名古屋港 名古屋広幡

髙野　　幹雄 森田　　　實 山口　　龍二 北川　　富重
小杉 WF名古屋港 WF森林公園 アリジ

松矢　　幸丸 野上　　一美 吉岡　　廣見 鈴木　　正吉
伊深の森 名古屋広幡 定光寺 WF名古屋港

中西　　晴夫 堀川　　　学 鈴木　邦錦夫 末廣　　洋児
WF名古屋港 伊深の森 WF名古屋港 名古屋広幡

選　手　名 選　手　名 選　手　名 選　手　名
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

長谷部　健一 神戸　　　亨 森　　　俊光 馬場　　康雄
名古屋広幡 伊深の森 WF名古屋港 アリジ

小林　　秀雄 大田　　照己 山本　　和夫 武川　　正雄
WF名古屋港 名古屋広幡 WF森林公園 WF名古屋港

姉崎　　　卓 右城　　省三 山内　　重樹 新家　　俊明
伊深の森 アリジ 小杉 WF名古屋港

新田　　徳蔵 村雲　　計博 藤浦　　　薫 安江　　正和
アリジ WF名古屋港 名古屋広幡 伊深の森

野澤　　義興 片山　　眞次 桑原　　昌彦 平山　　長民
WF名古屋港 伊深の森 WF名古屋港 WF森林公園

黄色塗り＝繰上げ出場選手

  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）
7.本競技の上位39名が6月1日（水）・2日（木）静岡よみうりカントリークラブで開催の全日本大会の出場資格を得る。
8.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。
9.  無断欠席の場合は、来年度の本競技を含め1年間の競技出場を停止する。

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.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30球を限度とする。（ボール貸出機10球／100円）
3.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。
4.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。
5.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。
6.指定練習日は、4月11日（月）・12日（火）・ 18日（月 ）・21 日（木 ）・ 24日（日）の5日間です。
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2022年度　中部日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権

大会1日目　組合せおよびスタート時間表（繰上げ出場選手更新4/18）

IN10番よりスタート

組 時間

会　　場：名古屋広幡ゴルフコース


