
組 時間 組 時間

7：35 7：35

8：17 8：17

8：59 8：59

9：41 9：41スタート調整 スタート調整

4 9：48 5 9：48

5 9：55 6 9：55
アリジ ＷＦ名古屋港 名古屋広幡 名古屋広幡 WF森林公園 アリジ 小杉

高橋 麻由 木下 有起田島 和美
ＷＦ名古屋港

佐々木 賢恵 上中 啓子 伊藤  弘美

WF森林公園 アリジ 伊深の森ＷＦ名古屋港 伊深の森 名古屋広幡 WF森林公園 アリジ
6 10：02 嘉田 チカ 石橋 美枝子 三浦 清美 黒須 美穂 7 10：02 加藤 あけ美 長谷川 幸子

稲垣 正子 森下 知子 小本 さゆり 宮崎 美奈子 鮓井 喜代美
WF森林公園

池田 里美 加藤 千佳

岩間 智子 鈴木 裕美 宮下 奈美
WF森林公園 名古屋広幡 中部日本シード WF森林公園 アリジ 中部日本シード ＷＦ名古屋港

堀田 裕美子 柳川 理衣

岩崎 未果 小野 久美 丸之内 広美
中部日本シード 小杉 WF森林公園 アリジ 伊深の森 中部日本シード アリジ WF森林公園

3 9：34 平田 優子 市森 宏子 横森 仁美 中西 以穂 4 9：34 岡部 るみ子

寺澤 美保子 土士田 聡代 川畑 美雪
小杉 ＷＦ名古屋港 中部日本シード WF森林公園 小杉 WF森林公園 ＷＦ名古屋港 中部日本シード

2 9：27 平 加奈子 太田 明美 北原 治美 末 江里子 3 9：27 尾花 恵美子

景山 みゆき 北川 京子
名古屋広幡 ＷＦ森林公園 小杉 ＷＦ名古屋港 ＷＦ名古屋港 小杉 ＷＦ森林公園 アリジ

中村 洋美

アリジ 名古屋広幡 小松 伊深の森 アリジ

1 9：20 川田 好恵 楠本 真理 合間 文江 鈴木 暢子 2 9：20 青木 尚子

17 9：13 中川 盛満 松本 英司 林 建治 片山 眞次 1 9：13 田中 裕子

16 9：06 杉本 敏信 大久保 広守 石原 伸行 団野 誠 16 9：06 平原 正満
小杉 ＷＦ名古屋港 アリジ ＷＦ森林公園 伊深の森 ＷＦ名古屋港 小杉 アリジ

鈴木 真智子 川田 千沙 中村 敦子
名古屋広幡 小杉 伊深の森

スタート調整 スタート調整

平野 勝彦 栄 春久 山元 利男

生田 誠
伊深の森

伊深の森 アリジ ＷＦ名古屋港 小杉 ＷＦ名古屋港

7：285

名古屋広幡 アリジ 伊深の森 WF名古屋港

山内 真二
定光寺

中條 諭

伊深の森

深尾 隆廣
名古屋広幡

WF森林公園

中部日本女子シニア・ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権

OUT（No.1　Tee） I　N（No.10　Tee）

小池 稔 田村 博

6

2022年度

大会第1日目 スタート組合せ表

開催日：2022年9月26日（月） 参加者数 女子シニア52名・ミッドシニア132名

7：00

7：07

7：14

7：21

7：28

2

3

4

5
ＷＦ名古屋港 名古屋広幡 ＷＦ森林公園 小杉 ＷＦ名古屋港

大林 一巳

長谷部 健一 重丸 保隆 清田 巧 阪野 喜久雄 野上 一美

8：52 川﨑 修一 水野 憲治 加藤 幸治
名古屋広幡 ＷＦ森林公園 ＷＦ名古屋港

8：45

名古屋広幡 ＷＦ森林公園 小杉
7：426岡田 英明 水上 敏美 加藤 清和 多賀 隆之 笠木　信秀 川瀬 英敏 近藤 羅

8：45 古岡 弘吉 村雲 計博
伊深の森

11

12

13

14

8：03

8：10

アリジ ＷＦ森林公園

小杉
14下川 芳美 伊藤 晴夫 松本 強 小島 英一

横山 尚次

伊藤 俊夫

茂泉　勝夫

内藤 良司 水谷 逸士 住本 政弥 大山 博嗣 本田 和博

北川 富重

アリジ

15

7：42

7：49

7：56

下鍋 昭一 村瀬 正光 三河 敬二
アリジ ＷＦ名古屋港 アリジ

8：5215武山 良一 浅井 正行

澤田 隆

ＷＦ森林公園 名古屋広幡

7

8

9

10

8：24

8：31

8：38

ＷＦ名古屋港 名古屋広幡

中部日本シード ＷＦ森林公園 アリジ
8：3813

アリジ ＷＦ名古屋港

中川 久濱 厳治 原 貞雄 小島 朋広 松原 和之
ＷＦ名古屋港 アリジ 中部日本シード 小杉

マハリ・アブラハム

アリジ ＷＦ名古屋港 小松 中部日本シード
8：3112志水 重哉 糟谷 文重 柴田 雅好 藤井 広文

髙野 幹雄 伊藤 明 藤崎 馨

名古屋広幡 中部日本シード 伊深の森 アリジ

ＷＦ森林公園 中部日本シード 名古屋広幡 伊深の森
8：2411古賀 勲 松葉 勇造 山田 浩二 城 伸起

中部日本シード 定光寺

伊藤 清一 大森 幹夫 金村 正春

アリジ ＷＦ森林公園

野村 広治 長田 和正 加藤 正七
名古屋広幡 ＷＦ名古屋港 小松 アリジ 名古屋広幡 ＷＦ名古屋港 アリジ ＷＦ森林公園

8：1010

山本 重雄 伊藤 京春 児玉 光雄 近岡 和良 大島 勉 園田 正文 笠井 浩一
アリジ 小杉 ＷＦ名古屋港 ＷＦ森林公園 小杉 伊深の森 名古屋広幡 アリジ

8：039

広田 敏明 榊原 久匡 菅原 健 神谷 日出男 青島 一雄 新田 徳蔵 塚田 政司 森川 友晴
小杉 ＷＦ森林公園 アリジ 伊深の森 ＷＦ森林公園 アリジ ＷＦ名古屋港 名古屋広幡

7：568

ＷＦ森林公園 ＷＦ名古屋港 名古屋広幡 アリジ アリジ ＷＦ森林公園 伊深の森 ＷＦ名古屋港
7：497山本 和夫 伊藤 隆 石榑 晴一 松尾 藤徳 井本 覚 神谷 悠朗 内村 昭紀 中嶋 正義

國島 博明

7：143 福田 誠 堀井 欽吾 柳 春植高浪 八州夫 吉村 信夫 松井 崇司 中井 基雄

7：214

小杉 ＷＦ森林公園 ＷＦ名古屋港 アリジ ＷＦ名古屋港 名古屋広幡 定光寺

ＷＦ森林公園 アリジ

杉浦 正美 山形 修 田中 鋭郎 大森 信男 森田 弘二 井上 誠康 吉田 哲守

名古屋広幡

7：072
名古屋広幡 伊深の森 アリジ

大参 幹雄 村瀬 耕平 畑中 伸章

水野 和人 小倉 斎信

アリジ ＷＦ名古屋港 名古屋広幡 WF森林公園 ＷＦ森林公園

長谷川　考一 近藤 英二 植野 昌人
ＷＦ森林公園 定光寺 アリジ

備考 1.欠場者があった場合は、組み合わせ及びスタート時刻を変更することがある。

2.病気、事故等により参加を取りやめる場合は、必ず大会事務局へ連絡すること。

 　アリジカントリークラブ花垣コース 代表電話:0595-39-1008 

スタート調整 スタート調整

スタート調整 スタート調整

伊深の森 ＷＦ名古屋港 アリジ

渡辺 利二 後藤 篤

7：001宮司 保美 福田 正雄 鈴木 文雄 山本 和巳 中村 克己 小寺 研介1

名古屋広幡 WF名古屋港


