
☆シニアの部 ５３名

18H.S 参加者 ☆ミッドシニアの部 ５２名 於．島ヶ原カントリークラブ　西コース

1番スタート(☆シニアの部)

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 山　本　　　敦 四日市 宮　本　　　理 ルート２５ 越　後　　　勉 白山ヴィレッジ

2 7:40 谷　口　正　直 西日本セブンスリー 清　本　宗　久 三重フェニックス 小　林　章　文 フォレスト芸濃

3 7:50 杉　田　和　宣 阿　　山 近　藤　正　樹 三　　重 森　永　直　人 鈴　　峰

4 8:00 伊　藤　征　二 名　　張 野　呂　　　誠 鈴　　峰 中　西　　　明 三重フェニックス 日根野　英　則 津

5 8:10 石　井　裕　二 白山ヴィレッジ 田　中　通　彦 榊　　原 近　藤　清　貴 一　　志 中　澤　利　之 名　　松

6 8:20 黒　澤　正　之 三重フェニックス 鳥　居　秀　行 島ヶ原 伊　藤　健　一 名　　四 中　山　公　伸 伊勢中川

7 8:30 河　合　孝　浩 榊　　原 山　田　真　裕 スリーレイクス 大　野　哲　司 ローモンド 土　野　弘　之 一　　志

8 8:40 大　矢　純　司 三　　重 天　野　智　之 一　　志 中　原　研　一 島ヶ原 上　村　昌　司 三重フェニックス

9 8:50 飯　田　健　二 桑　　名 大　西　桂　一 西日本セブンスリー 田　中　義　広 名阪チサン 永　井　　　清 ルート２５

10 9:00 西　村　　　強 ジャパンクラシック 伊　藤　直　樹 MGRA 垂坂 重　田　広　次 一　　志 山　口　真　司 鈴　　鹿

11 9:10 大　道　朋　広 リオフジワラ 池　田　秀　弥 伊勢中川 星　野　英　昭 名阪チサン 芝　崎　正　人 榊　　原

12 9:20 田　中　賢　吾 三重白山 川　邊　賢　二 西日本セブンスリー 桐　生　雪　夫 MGRA 山之一色 南　里　　　誠 一　　志

13 9:30 片　岡　裕　史 榊　　原 小　林　貴　史 ルート２５ 岩　本　弘　一 近鉄賢島 苅　田　英　之 島ヶ原

14 9:40 山　村　憲　人 ライオンズ 池　上　英　麿 三重フェニックス 磯　部　二　郎 伊勢大鷲 大　橋　洋　之 榊原温泉

10番スタート(☆ミッドシニアの部)

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

15 7:30 新　谷　博　英 伊　　勢 髙　山　　　悟 西日本セブンスリー 上　野　良　博 榊原温泉 佐　藤　隆　幸 島ヶ原

16 7:40 倉　田　星　司 三　　鈴 盛　山　直　志 島ヶ原 石　原　勝　信 メナード青山 小　林　哲　二 一　　志

17 7:50 市　村　和　久 ローモンド 山　本　幸　孝 榊　　原 土　師　清　隆 島ヶ原 下　鍋　昭　一 三重白山

18 8:00 伊　藤　光　彦 三　　鈴 長　田　和　正 ルート２５ 岡　田　　　忠 鈴　　鹿 小　川　弘　光 島ヶ原

19 8:10 大河内　満　也 榊　　原 髙　尾　宜　久 島ヶ原 新　井　辰　鐘 松　　阪 伊　原　光　秀 三重白山

20 8:20 市　川　和　也 ライオンズ 桑　原　賢　衛 三　　鈴 小　池　　　稔 MGRA 鈴鹿中央 松　井　崇　司 フォレスト芸濃

21 8:30 石　原　伸　行 鈴　　鹿 村　林　嘉　郎 松　　阪 開　地　剛　士 榊　　原 森　下　謙　二 ジャパンクラシック

22 8:40 薮　中　忠　雄 島ヶ原 越　川　幸　彦 ライオンズ 重　丸　保　隆 ルート２５ 丹　羽　政次郎 六　　石

23 8:50 東　川　宗　雄 四日市の里 大　本　則　一 タートルエース 三　宅　邦　美 松　　阪 西　川　顕　司 島ヶ原

24 9:00 中　岡　昭　彦 三　　重 福　村　正　幸 島ヶ原 松　本　　　強 フォレスト芸濃 山　本　謙　二 榊　　原

25 9:10 大　西　好　平 鈴　　鹿 松　尾　藤　徳 ルート２５ 伊　藤　清　一 三重白山 鍜冶谷　英　夫 メナード青山

26 9:20 永　原　栄　一 島ヶ原 市　来　圭　介 ローモンド 大　橋　直　樹 伊　　勢 平　岩　治　雄 グレイスヒルズ

27 9:30 武　山　良　一 桑　　名 中　村　英　司 西日本セブンスリー 福　田　芳　樹 島ヶ原 西　岡　　　平 双鈴関

備考

１．本戦出場資格者は、シニアの部１１名、ミッドシニアの部１０名までとする。選出にあたりタイが生じた場合は、マッチングスコアカードにより決定する。
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．都合により、参加を取り止めた場合、前日までは必ず所属倶楽部を通じて三重県ゴルフ連盟（059-228-5616）まで連絡すること。
　　なお、競技当日の場合は、島ヶ原カントリークラブ（0595-59-3111）へ直接連絡のこと。無断欠場の場合は来年度の本競技への出場を停止する。

第１６回三重県シニアオープンゴルフ選手権競技（予選）

組合せ並びにスタート時刻表

2021年6月24日 （木）

 三重県ゴルフ連盟


