
 中部ゴルフ連盟

18H.S 参加者人数：１２９名 於．西日本セブンスリーゴルフクラブ

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 石　原　光　弘 藤　　原 金　原　好　隆 青山高原 服　部　裕　次 伊　　勢

2 7:38 玉　山　博　康 桑　　名 山　口　明　男 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 岡　部　正　次 四日市

3 7:46 近　藤　顯　一 リオフジワラ 金　子　滋　朗 松　　阪 上　野　良　博 東建多度 伊　藤　俊　夫 グレイスヒルズ

4 7:54 笠　井　浩　一 名　　張 山田　　昌　信 名　　四 光　山　正　芳 桑　　名 武　藤　勝　則 スリーレイクス

5 8:02 中　川　盛　満 タートルエース 川　又　秀　一 鈴　　峰 寺　田　元　紀 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 新　谷　博　英 伊　　勢

6 8:10 中　岡　昭　彦 三　　重 本　間　孝　司 名阪チサン 伊　藤　博　也 四日市 中　北　　　優 松　　阪

7 8:18 渡　邊　武　男 藤　　原 熊　本　耕一郎 ｼﾞｬｯｸ･ﾆｸﾗｳｽ 城　　　伸　起 ライオンズ 堀　川　和　行 島ヶ原

8 8:26 加　賀　圓　造 名　　松 中　川　　　久 伊　　勢 北　浦　幸　彦 名　　張 市　川　慶　佑 ローモンド

9 8:34 千　葉　純　一 スリーレイクス 青　木　清　治 鈴　　峰 池　田　秀　弥 伊勢中川 荒　木　正　光 名阪チサン

10 8:42 伊　藤　光　彦 三　　鈴 志　賀　昌　英 桑　　名 上　杉　直　人 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 新　井　辰　鐘 松　　阪

11 8:50 桑　田　英　男 タートルエース 樋　口　俊　典 三　　重 後　藤　　　篤 名　　四 壁　谷　賢　治 伊　　勢

12 8:58 大　西　好　平 鈴　　鹿 川　口　　　伸 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 片　岡　経　量 リオフジワラ 福　島　道　章 六　　石

13 9:06 金　子　昊　正 桑　　名 金　守　　　彰 伊　　勢 大　原　洸　一 ナガシマ 倉　田　星　司 三　　鈴

14 9:14 森　下　喜久男 榊　　原 安　達　久　夫 青山高原 辻　村　　　敏 富士伊勢大鷲 大　澤　芳　巳 中　　日

15 9:22 水　本　潤　一 松　　阪 鈴　木　堅　弌 グレイスヒルズ 川　村　貞　之 タートルエース 岩　永　直　幸 スリーレイクス

16 9:30 五十川　康　雄 六　　石 森　　　大　樹 ライオンズ 右　城　省　三 名阪チサン 茂　谷　正　勝 伊　　勢

17 9:38 山　川　敬　止 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 栗　田　昌　俊 三重白山 清　水　科　良 桑　　名 福　田　芳　幸 四日市

10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

18 7:30 辻　　　幸　博 三重白山 四十﨑　義　隆 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 馬　場　康　雄 伊勢中川

19 7:38 萩　　　　　篤 三　　重 高　橋　東　守 ライオンズ 服　部　貞　男 スリーレイクス 成　田　　　力 名阪チサン

20 7:46 白　石　一　則 六　　石 小　泉　精　一 名　　四 吉　金　　　悟 ナガシマ 松　尾　　　徹 タートルエース

21 7:54 武　内　徹　夫 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 岡　村　多　聞 伊　　勢 羽　吉　正　勝 ライオンズ 福　村　正　幸 島ヶ原

22 8:02 大　井　　　浩 伊勢中川 笠　木　信　秀 名阪チサン 中　川　　　篤 名　　四 諸　岡　直　美 三　　重

23 8:10 加　藤　　　等 藤　　原 小　林　正　俊 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 吉　田　哲　守 タートルエース 野　本　繁　晴 ローモンド

24 8:18 細　　　安　彦 松　　阪 高　山　　　悟 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 市　来　圭　介 四日市の里 武　山　良　一 桑　　名

25 8:26 西　口　則　雄 鈴　　鹿 古　田　敬　夫 富士伊勢大鷲 鈴　木　正　義 伊　　勢 深　谷　高　義 ライオンズ

26 8:34 野　尻　利　一 ﾄｰｼﾝﾌﾟﾘﾝｽﾋﾞﾙ 桑　原　賢　衛 三　　鈴 中　村　英　司 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 長　谷　義　信 名　　張

27 8:42 藤　岡　　　傳 名　　四 水　谷　逸　士 六　　石 木　村　圭　志 松　　阪 山　中　清　司 リオフジワラ

28 8:50 坪　内　志　郎 鈴　　峰 山　下　辰　己 阿　　山 山　本　幸　孝 榊　　原 木　田　義　幸 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾗﾝﾄﾞ

29 8:58 田　邉　政　之 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ 宮　本　　　薫 桑　　名 大　林　一　巳 スリーレイクス 山　田　晴　美 ﾄｰｼﾝﾌﾟﾘﾝｽﾋﾞﾙ

30 9:06 木　下　晶　夫 ライオンズ 中　村　直　樹 三重白山 高　北　和　則 名　　張 羽　根　悟　朗 伊　　勢

31 9:14 木　村　雄　一 名阪チサン 佐　藤　友　昭 名　　四 大　西　孝　司 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 松　岡　敏　之 六　　石

32 9:22 山　口　公　彦 伊　　勢 内　田　俊　哉 三　　重 伊　藤　　　恵 桑　　名 山　田　正　俊 リオフジワラ

33 9:30 大　本　則　一 タートルエース 宮　崎　敏　彦 藤　　原 中　村　信　之 島ヶ原 新　家　俊　明 名阪チサン

備考
１．本戦出場者は、４３名とする。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。欠場者が出ても次位の者は繰り上げない。
２．予選において欠場者のあった場合は、組合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「欠場届」を中部ゴルフ連盟（０５２-５６１-７９７２）へFAXすること。
　　なお、競技前日及び当日の場合は、西日本セブンスリーゴルフクラブ（０５９８-４２-１２１２）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２９年度（第５１回）中部シニアゴルフ選手権競技　三重地区予選 

組み合わせ並びにスタート時刻表

６月１６日 （金）
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