
2016年6月6日訂正版

18H.S 参加者人数：１２２名 於．レイクグリーンゴルフ倶楽部（レイクコース）

1番スタート

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

1 7:30 川　野　政　幸 日本ライン 井　上　伸　一 明　　世 神　谷　日出男 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ関

2 7:38 森　　　俊　光 岐　　阜 勇　　　　　修 谷　　汲 鍵　谷　秀　一 愛　　岐 金　村　正　春 中部国際

3 7:46 小　原　明　人 岐阜稲口 塚　原　　　誠 各務原 野　中　義　彦 さくら 三　輪　晴　二 明　　世

4 7:54 佐々木　倉　夫 東　　濃 松　本　隆　夫 デイリー瑞浪 伊　田　克　浩 関ヶ原 福　井　哲　信 岐　　阜

5 8:02 山　形　　　修 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪 伊　藤　勇　軌 日本ライン 長谷川　康　紀 レイクグリーン 山　本　辰　郎 中部国際

6 8:10 大　西　和　弘 富士可児 鈴　木　堅　司 中仙道 川　端　　　敏 山　　岡 久　野　益　央 愛　　岐

7 8:18 後　藤　和　正 明　　世 河　合　一　人 TOSHIN　さくら 西　原　清　二 岐阜関 名嘉眞　　　隆 明　　智

8 8:26 大　谷　武　彦 美濃白川 溝　口　和　茂 富士可児 草　野　史　郎 日　　吉 春日井　　　修 恵那峡

9 8:34 赤　坂　壽　彦 各務原 山　田　真　司 長良川 吉　田　和　正 岐阜国際 柴　山　俊　治 岐阜稲口

10 8:42 青　島　一　雄 愛　　岐 槇　野　智　之 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 高　橋　健　児 岐阜北 大　江　孝　次 富士可児

11 8:50 田　中　鋭　郎 富士可児 辰　巳　芝　裕 岐　　阜 髙　橋　佐千夫 明　　世 本　郷　　　裕 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪

12 8:58 小　澤　啓　二 岐阜関 森　下　孝　光 山　　岡 林　田　哲　博 TOSHIN　さくら 硴　田　茂　穂 中仙道

13 9:06 近　岡　次　男 ぎふ美濃 田　中　健治郎 大　　垣 松　葉　勇　造 日　　吉 朝　居　康　浩 長良川

14 9:14 井　上　　　章 各務原 山　本　和　夫 富士可児 吉　田　勝　則 岐阜稲口 村　本　英　一 クラウン

15 9:22 早　川　秀　雄 レイクグリーン 森　下　眞　一 明　　智 斉　藤　　　博 愛　　岐 浜　田　一　邦 やまがた

16 9:30 浅　井　　　覚 谷　　汲 岩　田　眞　司 富士可児 長　友　美　直 瑞浪高原 吉　田　有吉郎 日本ライン

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

17 7:30 永　井　智　伸 やまがた 伊　藤　善　和 クラウン 高　原　康　男 富士可児

18 7:38 太　田　満　夫 レイクグリーン 青　山　憲　巧 中仙道 清　水　良　雄 岐阜関 近　藤　利　清 明　　智

19 7:46 井　上　真　一 TOSHIN　さくら 堀　　　清　和 岐阜本巣 出　原　康　男 富士可児 佐　藤　忠　雄 岐阜稲口

20 7:54 中　山　和　義 各務原 山　内　龍一郎 明　　智 藤　崎　　　馨 岐阜国際 前　田　知　次 日　　吉

21 8:02 溝　口　親　朋 富士可児 小　野　義　明 養　　老 吉　村　房　雄 鷲ヶ岳高原 平　野　隆　昭 岐　　阜

22 8:10 小　野　　　優 岐阜関 加　藤　　　浩 岐阜稲口 森　　　　　修 富士可児 栗　木　義　明 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ

23 8:18 前　田　芳　彦 クラウン 西　川　清　数 美　　岳 大　柿　清　春 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪 藤　原　克　彦 みずなみ

24 8:26 水　野　裕　介 愛　　岐 永　井　克　己 東　　濃 栗　本　　　悟 各務原 高　井　龍　司 明　　世

25 8:34 増　田　和　博 大　　垣 水　野　泰　孝 岐　　阜 服　部　公　雄 長良川 松　本　　　隆 富士可児

26 8:42 増　田　　　豊 デイリー郡上 浜　　　厳　治 東　　濃 竹　下　學　龍 明　　智 坂井田　勝　治 岐阜関

27 8:50 小　山　恭　弘 富士可児 武　山　安　徳 明　　世 浅　井　正　行 瑞浪高原 入　澤　康　彦 中仙道

28 8:58 岩　田　　　満 レイクグリーン 中　村　義　一 日　　吉 森　瀬　達　也 岐阜北 辻　　　祐　喜 笹　　平

29 9:06 中　原　　　毅 岐阜本巣 森　岡　智　隆 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ関 杉　山　　　崇 愛　　岐 水　野　和　人 富士可児

30 9:14 林　　　一　彦 TOSHIN　さくら 古　田　正　実 各務原 伊　藤　正　達 日本ライン 髙　木　康　臣 岐　　阜

31 9:22 関　戸　祐　二 法仙坊 渡　辺　高　成 富士可児 大　竹　　　忍 明　　世 三　品　幸　範 岐阜稲口

備考
１． 本戦出場者は、39名までとする。選出に当たりタイが生じた場合は、マッチング・スコアカード→カウントバック→くじ引きの順により決定する。

２． 欠場者のあった場合は、組み合わせおよびスタート時刻を変更することがある。

３． 病気、事故等のため参加を取り止める場合は、必ず事前に所属倶楽部を通じて中部ゴルフ連盟（052-586-1345）へ連絡すること。
なお、競技当日の場合は、レイクグリーンゴルフ倶楽部（0574-67-5555）へ連絡すること。無断欠席の場合は、来年度の本競技への出場を停止する。

平成２８年度（第５０回）中部シニアゴルフ選手権競技　岐阜地区予選 

組み合わせ並びにスタート時刻表

６月１７日 （金）

10番スタート

 中部ゴルフ連盟


