
2021年度（第5回）中部アマゴルフ研修会競技

開催日/2021年12月6日（月）

会　場/名古屋ゴルフ倶楽部和合コース

定　員/120名

● 11月29日（月）現在

申込完了 氏名 所属倶楽部 申込完了 氏名 所属倶楽部 キャンセル待ち 順番 氏名 所属倶楽部 ●オレンジ色はシニアの部

1 水谷　友哉 スリーレイクス 61 杉浦　政秀 レイク浜松 繰上 柴田　清裕 岐阜国際

2 山本　幸広 名古屋グリーン 62 松下　靖生 平尾 繰上 澤田　勉 春日井 　中部ゴルフ連盟事務局へ

3 近藤　歳宗 ローモンド 63 高見　厚志 グリーンヒル瑞浪 早川　隆行 デイリー瑞浪 　ご連絡ください。（TEL　052-586-1345）

4 榊原　吉規 知多 64 岡村　芳伸 榊原 繰上 竹尾　賢 名古屋グリーン ●スタート表がHPに掲載されてから欠席（キャンセル）

5 近岡　次男 美濃関 65 林　義博 山岡 繰上 長谷川　伸弘 恵那峡 　した場合は、キャンセル料を徴収します。

6 神農　竣以知 桑名 66 直江　太志 貞宝 繰上 長友　美直 瑞浪高原 ●キャンセル待ちの繰上げは、 

7 大橋　誠 デイリー瑞浪 67 坂口　光賢 額田 繰上 坂﨑　美浩 愛岐 　一般の部・シニアの部の

8 新美　金之介 愛知 68 垣内　誠 明智 繰上 中村　元三 岐阜国際 　それぞれから繰り上げます。

9 磯部　泰邦 南山 69 長尾　福治郎 日本ライン 1 川端　敏 山岡 ●キャンセル待ちから繰り上げになられた方は、 

10 杉浦　成亮 あららぎ 70 馬渕　健 やまがた 1 南日　太一 富山 　キャンセル待ち順番（氏名の左側）のところに、

11 奥山　良信 芦原 71 玉山　博康 桑名 2 太田　浩文 浜松 　『 繰上 』と表記します。

12 洞口　真次 岐阜本巣 72 西口　光生 片山津 3 桑野　真行 中山道ゴルフ ●繰り上げのご連絡は、HPのみで行います。

13 藤井　広文 桑名 73 白石　一則 六石 4 河合　和久 浜松

14 堀江　典充 岐阜稲口 74 大槻　浩幹 スリーレイクス 2 吉村　譲二 さくら

15 今川　知也 三好 75 三輪　晴二 明世 3 竹下　喜己 芦原

16 清水　克也 スリーレイクス 76 大塩　慶太郎 東濃 5 杉原　盛秀 セントクリーク

17 岩井　篤史 法仙坊 77 蓑津　智行 中仙道 6 岡田　建二 スリーレイクス

18 本多　秀明 ザ・トラディション 78 河合　豊 明智 7 栗生　昭仁 春日井

19 瓜生　典寛 ローモンド 79 鈴木　律行 吉良 8 三嶋　祥昌 大樹旭

20 臼井　達也 三好 80 鈴木　肇太 グリーンヒル瑞浪 9 辻川　隼大 養老

21 福岡　逸人 三好 81 藤原　明 東名古屋 10 佐々木　雅啓 芦原

22 藤田　敏和 愛知 82 池田　誠 岐阜関 11 星山　泰伸 岐阜稲口

23 硴田　茂穂 中仙道 83 久米　洋平 大樹旭 12 山口　和宏 朱鷺の台

24 笠井　崇嗣 岐阜セントフィールド 84 櫻井　昭 ぎふ美濃 13 蓑輪　裕康 朱鷺の台

25 廣瀬　淳一 中部国際 85 近藤　治彦 額田 14 髙光　信守 岐阜国際

26 大橋　健一 富士可児 86 関戸　治朗 名古屋 4 伊藤　勇次 春日井

27 堀　秀樹 朱鷺の台 87 片岡　史郎 スプリングフィールド 15 中根　丈嘉 グレイスヒルズ

28 林　建治 朱鷺の台 88 柴谷　敏文 各務原 16 村上　恒仁 美濃関

29 深川　雅央 東名古屋 89 大場　俊介 浜松 17 久保　精一郎 鳴海

30 続木　達也 ぎふ美濃 90 加藤　貴之 日本ライン 18 三岳　彰一郎 グリンヒル瑞浪

31 児島　達之 春日井 91 関戸　祐二 法仙坊 19 松原　貴一 名四

32 髙野　浩 芦原 92 遠藤　克義 恵那峡 5 水野　清治 愛岐

33 大山　碩済 ライオンズ 93 長谷川　康紀 レイクグリーン 20 山岡　拓史 名張サウス

34 山村　憲人 ライオンズ 94 堀口　聡 東名古屋 6 川澄　哲裕 知多

35 伊里　裕治 愛知 95 豊田　幸志 芦原 21 水谷　圭一 桑名

36 関　淳悟 ローモンド 96 平山　喜代次 わかさ 7 大村　慶一 三好

37 武山　安徳 明世 97 加藤　正樹 スリーレイクス 8 高橋　健児 岐阜北

38 堀口　典弘 ライオンズ 98 大村　則雄 ザ・トラディション 22 山本　秀樹 愛知

39 近藤　稔 ジャパンクラシック 99 加藤　庄一 スリーレイクス 23 岡安　真也 西尾

40 加藤　久喜 犬山 100 井上　伸一 明世 9 石川　桂吾 レイク浜松

41 東　覚司 小原 101 金村　正春 中部国際 24 清本　宗久 松阪

42 小嵐　徹 山岡 102 小池　剛太 四日市の里 25 小川　雅人 明世

43 早川　直希 スリーレイクス 103 生田　敏秋 八尾 26 内藤　智 明世

44 神谷　茂 岡崎 104 杉浦　馨 額田 27 酒井　進 岐阜北

45 倉田　順一 新城 105 大野　純一 名倉 28 丹羽　正樹 南山

46 福井　宏仁 新城 106 水野　啓介 額田 29 若杉　孝志 ライオンズ 

47 加藤　浩 岐阜稲口 107 今田　宏一 グランディ浜名湖 30 山田　忠和 貞宝

48 青木　清治 鈴峰 108 竹田　直樹 福井国際 10 内藤　武史 明智

49 寸田　真久 養老 109 岩島　正英 瑞浪高原 31 生川　幹洋 四日市の里

50 荒川　義治 新城 110 大北　桂之 富山 32 成田　金広 デイリー瑞浪

51 桂川　博行 岡崎 111 星野　良博 平尾 33 山本　英之 デイリー瑞浪

52 杉本　義治 フォレスト芸濃 112 生田　誠 セントクリーク 11 中村　秀実 浜松

53 広瀬　康二 やまがた 113 内山　敦義 浜松 12 石井　雅也 知多

54 三岳　直樹 グリーンヒル瑞浪 114 上野　茂 越前武生 34 久田　弘始 呉羽

55 伊藤　大治郎 美濃関 115 矢野　達也 六石 35 上平　幸男 レイクグリーン

56 青山　禎達 名張 116 関根　隆司 津 13 関　陽一 芦原

57 山田　洋揮 明世 117 髙橋　佐千夫 明世

58 中田　克宣 立山 118 稲川　鉄心 大垣

59 國松　朋彦 大樹旭 119 阪野　智久 ライオンズ

60 篠田　浩隆 グリーンヒル瑞浪 120 下家　好浩 福井国際

競技参加申込完了の方 以下の方、競技キャンセル待ち　となります

●欠席または辞退される場合は、

　　　　　　　　　　　　　　　　11月29日現在


