
平成２９年度

参加者 １１６名
８４名

１８H.S ３０名）

組 時刻 所　　属 スコア 所　　属 スコア 所　　属 スコア 所　　属 スコア

1 7:00 加　藤　隆　久 ロイヤル 内　田　光　夫 榊　　原 小　西　正　平 東名古屋

2 7:08 小野田　　　篁 豊　　田 神　谷　文　吾 浜名湖 土　本　照　男 ｼﾞｬｯｸ･ﾆｸﾗｳｽ 鈴　木　正　臣 南　　山

3 7:16 判　治　隆　男 吉　　良 神　野　　　紘 いわむら 福　岡　慎　ニ 三　　好 伊　藤　純　男 中　　日

4 7:24 梅　村　哲　夫 愛　　岐 山　下　一　成 浜名湖 沼　田　文　夫 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 真　城　承　吉 緑ヶ丘

5 7:32 佐　藤　征　夫 笹　　戸 北　澤　正　憲 中　　日 川　合　元　治 ロイヤル 水　本　勝　弘 愛　　知

6 7:40 三　原　祐二郎 中　　日 浜　島　　　巌 貞　　宝 三　浦　善　隆 日本ライン 太　田　友　美 額　　田

7 7:48 小　川　孝　久 春日井 牧　野　和　之 ロイヤル 大　井　　　浩 伊勢中川 藤　枝　睦　男 杉ノ木台

8 7:56 木　村　吉　春 西　　尾 今　田　幸　雄 浜　　松 大　嶋　政　務 さなげ 鶴　田　倍　弘 笹　　戸

9 8:04 太　田　秀　美 六　　石 深　田　利　幸 南　　山 川　本　保　文 大樹旭

10 8:12 内　藤　秀　樹 名古屋 佐　藤　国　隆 平　　尾 石　田　克　彦 名阪チサン 浜　名　祥　三 東名古屋

11 8:20 黒　部　勝　利 葵 平　林　正　雄 中　　日 上　尾　　　力 新南愛知 長谷川　雄　一 笹　　戸

12 8:28 近　藤　隆　雄 ライオンズ 加　藤　政　次 笹　　戸 櫛　部　征　文 東名古屋 竹　林　　　明 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ

13 8:36 ○ 山　口　義　夫 笹　　戸 ○ 坂　井　　　清 四日市 ○ 鈴　木　文　雄 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ ○ 田　中　好　信 浜　　松

14 8:44 ○ 鈴　木　和　之 西　　尾 ○ 近　藤　俊　光 名古屋 ○ 森　田　　　實 ライオンズ ○ 杉　浦　忠　矩 岡　　崎

15 8:52 ○ 山　川　敬　止 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ ○ 鎌　田　佐　利 東名古屋 ○ 今　駒　克　博 豊　　田 ○ 友　安　京　三 名　　倉

16 9:00 ○ 山　本　英　弥 知　　多 ○ 林　　　勝　美 岐阜稲口 ○ 栗　田　正　美 浜　　松 ＊ 長谷川　正　則 愛　　知

17 9:08 ＊ 内　藤　俊　雄 名　　四 ＊ 藤　田　敏　和 愛　　知 ＊ 木　下　晶　夫 ライオンズ ＊ 山　本　和　夫 富士可児

18 9:16 ＊ 磯　貝　正　士 葵 ＊ 安　達　幸　雄 六　　石 ＊ 中　村　義　一 日　　吉 ＊ 草　間　松　男 西　　尾

19 9:24 ＊ 加　野　元　道 名古屋 ＊ 福　田　　　誠 額　　田 ＊ 大　本　則　一 タートルエース ＊ 木　村　　　薫 新南愛知

20 9:32 ＊ 内　藤　良　司 春日井 ＊ 青　木　清　治 鈴　　峰 ＊ 森　　　好　治 南　　山 ＊ 竹　田　康　雄 名古屋ｸﾞﾘｰﾝ

21 9:40 ＊ 加　藤　幸　治 六　　石 ＊ 小　島　朋　広 名　　倉 ＊ 平　山　晴　雄 浜　　松 ＊ 吉　田　哲　守 タートルエース

22 9:48 ＊ 寄　田　正　幸 ｻﾝ･ﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱ ＊ 澁　谷　政　治 浜　　松 ＊ 野　口　　　巧 名　　四 ＊ 神　谷　悠　朗 西　　尾

組 時刻 所　　属 スコア 所　　属 スコア 所　　属 スコア 所　　属 スコア

23 7:00 横　山　和　義 加　　茂 二　村　仁　司 レイクグリーン 小　出　征　生 南　　山 川　田　　　宏 豊　　田

24 7:08 四十﨑　義　隆 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 小　島　鑑　逸 知　　多 松　野　博　朗 山　　岡 木　俣　　　弘 レイク浜松

25 7:16 岡　田　益　男 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪 長谷川　武　彦 名古屋 小　松　日出男 東　　海 清　水　辰　雄 葵

26 7:24 多　田　政　男 ｼﾞｬｯｸ･ﾆｸﾗｳｽ 仲　　　正　義 ロイヤル 新　谷　安　男 東名古屋 大　井　正　昭 レイクグリーン

27 7:32 莪　山　茂　隆 涼　　仙 平　井　秀　士 越前武生 竹　内　誠　一 知　　多 大　野　博　之 葵

28 7:40 黒　田　久　男 中　　日 只　井　穂　積 さなげ 斎　藤　治　彦 名古屋 福　岡　　　実 杉ノ木台

29 7:48 伊　藤　保　朝 東名古屋 中　村　行　宏 名古屋 坪　井　政　男 さなげ 早　川　和　雄 名　　四

30 7:56 福　井　忠　彦 春日井 伊　藤　　　滿 四日市 大久保　義　雄 杉ノ木台 長谷川　治　彦 名古屋

31 8:04 西　村　　　衛 西　　尾 渡　邉　康　之 鈴　　鹿 小　林　秀　雄 名阪チサン 安　江　正　和 いわむら

32 8:12 河　野　克　巳 桑　　名 柴　田　　　豊 ロイヤル 塩　谷　正　幸 豊　　田 原　田　又　郎 東名古屋

33 8:20 ○ 近　藤　　　羅 知　　多 ○ 村　雲　計　博 豊　　田 ○ 髙　田　　　清 六　　石 ○ 宮　園　秋　則 西　　尾

34 8:28 ○ 佐久間　博　敬 東　　海 ○ 青　山　八　朗 三　　鈴 ○ 田　中　勝　巳 葵 ○ 山　本　昭　吉 笹　　戸

35 8:36 ○ 佐　藤　勝　美 桑　　名 ○ 天　野　和　雄 葵 ○ 深　谷　勝　利 知　　多 ○ 中　村　　　勇 三　　重

36 8:44 ○ 名　倉　俊　和 葵 ○ 深　谷　晃　玉 知　　多 ○ 五十川　康　雄 六　　石 ＊ 吉　川　廣　司 岐阜北

37 8:52 ＊ 高　田　俊　博 名　　張 ＊ 志　水　重　哉 笹　　戸 ＊ 加　藤　　　進 四日市 ＊ 後　藤　幹　夫 豊　　田

38 9:00 ＊ 豊　田　保　則 南　　山 ＊ 武　山　良　一 桑　　名 ＊ 加　藤　哲　博 西　　尾 ＊ 村　上　正　憲 浜　　松

39 9:08 ＊ 山　形　　　修 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪 ＊ 近　　　　　広 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖 ＊ 石　﨑　　　治 豊　　田 ＊ 黒　元　哲　司 ライオンズ

40 9:16 ＊ 村　田　勝　人 三　　好 ＊ 中　川　　　篤 名　　四 ＊ 坂　田　三四夫 笹　　戸 ＊ 杏　村　龍　秀 南　　山

41 9:24 ＊ 鈴　木　経　男 西　　尾 ＊ 深　谷　重　義 知　　多 ＊ 諸　岡　直　美 三　　重 ＊ 成　田　康　正 豊　　田

42 9:32 ＊ 片　岡　経　量 リオフジワラ ＊ 峠　　　一　夫 春日井 ＊ 前　田　知　次 日　　吉 ＊ 鈴　木　松　久 葵

43 9:40 ＊ 柏　本　達　也 東名古屋 ＊ 清　水　科　良 桑　　名 ＊ 市　川　誠　治 豊　　田 ＊ 田　中　鋭　郎 富士可児

備考

ミッドシニア

（第４６回）中部グランドシニアゴルフ選手権競技　　第３予選会場
（第２４回）中部ミッドシニアゴルフ選手権競技　　　　第３予選会場

組み合わせ並びにスタート時刻表

グランドシニア

6月30日（金） （両エントリー 於．愛知カンツリー倶楽部
１番スタート

氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名

１０番スタート
氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名

中 部 ゴ ル フ 連 盟

１．無印はグランドシニアエントリー者、＊印はミッドシニアエントリー者、○印はグランドシニア・ミッドシニア両エントリー者を示す｡

２．グランドシニア本戦出場者は５９名、ミッドシニア本戦出場者は５０名とする。

３．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。

４．病気、事故等のため参加を取り止めた場合は、必ず事前に「欠場届」を所属倶楽部を通じて中部ゴルフ連盟（０５２-５６１-７９７２）へFAXすること。

　　尚、競技前日および当日の場合は、愛知カンツリー倶楽部（０５２－７０１－１１６１）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とする｡


	スタート表　印刷

