
18H.S 参加者人数：２２２名 於．南山カントリークラブ
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 6:30 千　賀　正　史 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ 竹　内　誠　一 知　　多 梅　村　テツオ 愛　　岐

2 6:38 内　藤　良　司 春日井 小　林　利　治 豊　　田 片　岡　経　量 リオフジワラ 森　田　文　二 名古屋

3 6:46 金　子　昊　正 桑　　名 加　納　友　二 み　　と 田　中　健治郎 大　　垣 吉　川　廣　司 岐阜北

4 6:54 野　呂　昌　孝 名　　倉 山　田　晴　美 名阪チサン 名　倉　俊　和 葵 吉　村　典　男 瑞浪高原

5 7:02 内　藤　俊　雄 名　　四 大　谷　武　彦 美濃白川 平　井　武　雄 八　　尾 杉　浦　正　美 加　　茂

6 7:10 深　谷　晃　玉 知　　多 加　藤　幸　治 六　　石 伊　藤　義　美 春日井 安　藤　　　勤 名　　倉

7 7:18 森　　　好　治 南　　山 岡　島　勝　征 関ヶ原 石　﨑　由　男 魚津国際 杉　本　敏　信 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ

8 7:26 森　　　俊　光 岐　　阜 清　水　科　良 桑　　名 窪　田　健　三 加　　茂 大　嶽　　　弘 瑞浪高原

9 7:34 柴　田　　　正 日　　吉 浜　島　　　巌 貞　　宝 山　口　義　夫 笹　　戸 大　平　武　志 南　　山

10 7:42 赤　壁　光　夫 加　　賀 近　藤　　　羅 知　　多 三　輪　茂　晴 豊　　田 清　水　勝　利 岐阜関

11 7:50 大久保　広　行 スリーレイクス 森　田　　　實 ライオンズ 鈴　木　経　男 西　　尾 高　原　康　男 富士可児

12 7:58 鈴　木　堅　弌 グレイスヒルズ 近　　　　　広 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖 青　島　一　雄 愛　　岐 後　藤　和　正 明　　世

13 8:06 草　間　松　男 西　　尾 新　家　俊　明 名阪チサン 山　口　明　男 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 加　藤　永太郎 さなげ

14 8:14 野　田　正　伸 四日市 天　野　和　雄 葵 有　江　多　朗 豊　　田 野　口　　　巧 名　　四

1０番スタート

15 6:30 川　本　保　文 大樹旭 山　本　英　弥 知　　多 林　　　勝　美 岐阜稲口 森　　　哲　宏 長良川

16 6:38 河　村　鐘　根 春日井 鎌　田　佐　利 東名古屋 松　矢　幸　丸 美濃関 今　吉　寿三郎 名古屋ｸﾞﾘｰﾝ

17 6:46 栗　原　荘太郎 岐阜国際 田　中　好　信 浜　　松 長　屋　剛　弘 瑞浪高原 中　村　直　樹 三重白山

18 6:54 深　田　利　幸 南　　山 小笠原　喜　好 平　　尾 菅　野　友　仙 八　　尾 清　水　良　雄 岐阜関

19 7:02 伊　藤　勇　軌 日本ライン 岩　佐　雄　二 タートルエース 青　木　清　治 鈴　　峰 佐　藤　文　雄 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖

20 7:10 大　江　孝　次 富士可児 塩　谷　正　幸 豊　　田 寄　田　正　幸 ｻﾝ･ﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱ 内　水　哲　夫 伊　　勢

21 7:18 藤　田　敏　和 愛　　知 大　柿　清　春 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪 後　藤　　　篤 名　　四 鈴　木　敏　美 鈴　　鹿

22 7:26 佐　藤　勝　美 桑　　名 川　田　秀　樹 呉　　羽 山　本　昭　吉 笹　　戸 大　澤　敬　且 岐　　阜

23 7:34 斉　藤　　　博 愛　　岐 小　向　廣　壽 春日井 大　倉　秀　一 メナード西濃 関　　　陽　一 芦　　原

24 7:42 春日井　　　修 恵那峡 中　村　行　宏 名古屋 今　野　一　三 貞　　宝 深　谷　勝　利 知　　多

25 7:50 高　橋　純　一 岐阜北 宮　園　秋　則 西　　尾 森　本　之　登 南　　山 桑　原　昌　彦 三　　好

26 7:58 辰　野　義　盛 能登Ｃ 上　尾　　　力 新南愛知 長　谷　義　信 名　　張 細　　　安　彦 松　　阪

27 8:06 本　元　幸　俊 呉　　羽 後　藤　幹　夫 豊　　田 野　澤　義　興 額　　田 安　江　正　和 いわむら

28 8:14 矢　田　義　孝 三　　重 原　科　弥寿彦 愛　　岐 水　野　憲　治 加　　茂 浜　　　厳　治 東　　濃

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 11:00 山　形　　　修 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪 吉　田　哲　守 タートルエース 溝　口　親　朋 富士可児

2 11:08 豊　田　保　則 南　　山 佐久間　博　敬 東　　海 西　原　清　二 岐阜関 村　越　　　錡 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ

3 11:16 中　村　義　一 名　　倉 鈴　木　文　雄 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ 村　上　正　憲 浜　　松 渡　辺　高　成 富士可児

4 11:24 吉　見　本　弘 平　　尾 髙　木　康　臣 岐　　阜 今　駒　克　博 豊　　田 上　野　良　博 東建多度

5 11:32 加　藤　哲　博 西　　尾 塚　田　信　一 杉ノ木台 加　古　　　誠 三重白山 小　池　勝　彦 南　　山

6 11:40 松　浦　日出巳 愛　　岐 高　山　　　悟 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 白　江　光　昭 能登Ｃ 小　澤　良　助 東　　濃

7 11:48 橋　本　　　進 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖 鈴　木　堅　司 中仙道 勇　　　　　修 谷　　汲 平　野　隆　昭 岐　　阜

8 11:56 青　木　孝　弘 岐阜稲口 中　村　　　勇 三　　重 友　安　京　三 名　　倉 海　野　　　貢 魚津国際

9 12:04 五十川　康　雄 六　　石 前　田　知　次 日　　吉 村　雲　計　博 豊　　田 村　田　耕　平 春日井

10 12:12 早　川　和　雄 名　　四 木　下　晶　夫 ライオンズ 山　本　　　計 加　　茂 福　田　　　誠 額　　田

11 12:20 深　谷　重　義 知　　多 平　山　晴　雄 浜　　松 後　藤　敏　夫 貞　　宝 青　山　八　朗 三　　鈴

12 12:28 岩　永　直　幸 スリーレイクス 田　中　鋭　郎 富士可児 長　井　和　史 岐阜本巣 鈴　木　規　夫 平　　尾

13 12:36 青　木　武　人 四日市 加　島　章　吉 瑞浪高原 山　村　信　夫 春日井 松　野　博　朗 山　　岡

14 12:44 横　山　尚　次 南　　山 吉　成　　　勝 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 吉　田　勇　蔵 豊　　田 梅　村　哲　夫 愛　　岐

1０番スタート

15 11:00 武　山　良　一 桑　　名 近　藤　俊　光 名古屋 知　切　四　書 能登Ｃ 桑　原　　　明 岐阜関

16 11:08 坂　井　　　治 グレイスヒルズ 小野田　　　篁 豊　　田 杏　村　龍　秀 南　　山 川　口　茂　人 知　　多

17 11:16 西　村　　　衛 西　　尾 福　田　治　通 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ 瀬　浪　　　功 デイリー瑞浪 佐　藤　征　夫 笹　　戸

18 11:24 廣　野　正　樹 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖 長谷部　健　一 Ｃ　Ｇ　Ａ 藤　崎　　　馨 岐阜国際 安　達　幸　雄 六　　石

19 11:32 永　井　克　己 東　　濃 柴　山　俊　治 岐阜稲口 片　岡　史　郎 みずなみ 服　部　公　雄 長良川

20 11:40 佐　野　俊　正 愛　　岐 成　田　康　正 豊　　田 森　脇　正　廣 鳴　　海 伊　藤　義　秀 大樹旭

21 11:48 坂　井　　　清 四日市 溝　口　和　茂 富士可児 荒　木　正　光 名阪チサン 鈴　木　正　臣 南　　山

22 11:56 松　本　英　司 加　　茂 清　水　徳太郎 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ 吉　田　哲　朗 春日井 岡　田　益　男 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪

23 12:04 辻　　　幸　博 三重白山 城　　　伸　起 ライオンズ 西　村　郁　夫 愛　　岐 鈴　木　松　久 葵

24 12:12 松　井　栄　一 わかさ 栗　田　正　美 浜　　松 齊　藤　勇　一 豊　　田 鈴　木　伴　成 三　　好

25 12:20 神　谷　悠　朗 西　　尾 女　川　博　孝 ﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 小　池　　　優 中　　京 加　藤　末　典 スリーレイクス

26 12:28 市　川　誠　治 豊　　田 井　上　堯　宣 名古屋ｸﾞﾘｰﾝ 横　山　和　義 加　　茂 宮　森　啓　介 さなげ

27 12:36 中　川　　　篤 名　　四 関　谷　　　均 岐阜関 水　野　泰　孝 岐　　阜 野　田　純　夫 魚津国際

28 12:44 野　中　義　彦 さくら 犬　飼　清　三 中　　日 山　川　敬　止 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 坂　　　耕　治 知　　多

備考
１． 18ホールを終わり上位100位タイまでの者が、第2ラウンドへ進出できます。

２． 第2日目の組合せは、第1日目の成績により決定します。

３．

４． 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ります。

５． 病気、事故等のため参加を取り止めた場合は、必ず事前に所属倶楽部を通じて中部ゴルフ連盟（052-586-1345）へ連絡して下さい。

　 なお、競技当日の場合は、南山カントリークラブ（0565-42-1111）へ連絡して下さい。無断欠席の場合は、来年度の本競技への出場を停止します。

本競技の上位11名は、11月1日（火）・2日（水）に岐阜県の愛岐カントリークラブ（中・東コース）で開催される日本ミッドシニアゴルフ選手権競技に出場できます。選出にあたりタイが生じた場合は、最終ラウンドスコ
アにより決定します。最終ラウンドスコアもタイが生じた場合は、最終ラウンドスコアのマッチング・スコアカード→カウントバック→くじ引きの順に決定します。

[午後の部]

平成２８年度（第２３回）中部ミッドシニアゴルフ選手権競技
組み合わせ並びにスタート時刻表

９月１５日 （木）
[午前の部]

[午前の部]

[午後の部]

第1日

 中部ゴルフ連盟


