
☆シニアの部 ３６名

☆ミッドシニアの部 ３９名

18H.S 〇プロ ４３名 於．メナードカントリークラブ青山コース

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 @樋　口　和　大 四日市 @吉　兼　慎　二 フォレスト芸濃  小　野　信　明 ｺﾞﾙﾌｽﾀｼﾞｵｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ

2 7:40 @田　島　浩　史 MGRA 山之一色 @杉　森　健　二 名　　張 @河　合　孝　浩 榊　　原  河　村　　　聡 岐阜稲口

3 7:50 @辻　　　一　也 藤　　原 @髙　田　裕　晃 四日市 @山　田　真　裕 スリーレイクス  瀧　瀬　　　誠 恒徳化成

4 8:00 @竹　内　祐　彦 四日市 @寺　西　克　之 一　　志 @日根野　英　則 津  山　本　明　秀 三　　鈴

5 8:10 @伊　藤　　　恵 桑　　名 @前　田　　　晃 名　　松 @天　野　智　之 一　　志  大　島　靖　生 大島電氣工事

6 8:20 @山　口　英　樹 伊勢中川 @中　井　徳　樹 ルート２５ @石　井　裕　二 白山ヴィレッジ  井　出　　　努 わかさ

7 8:30 @菱　田　　　豊 リオフジワラ @清　本　宗　久 三重フェニックス @丹　羽　　　功 伊勢大鷲  小　川　哲　広 富士ｶﾝﾄﾘｰ可児

8 8:40 @吉　田　　　薫 伊勢大鷲 @大　矢　純　司 三　　重  佐　松　勇　人 フリー  中　村　基　二 スポーツプラザ・マツダ

9 8:50 @吉　井　仁　志 一　　志 @星　野　英　昭 名阪チサン  杉　山　直　也 メナード  馬　渕　武　将 フリー

10 9:00 @粂　野　俊　之 ライオンズ @片　岡　裕　史 榊　　原  奥　田　晃　一 スポーツプラザ・マツダ  三　木　由　人 フリー

11 9:10 @今　西　弘　幸 西日本セブンスリー @黒　澤　正　之 三重フェニックス  山　田　又　吉 白山すぎのこ温泉  水　野　伸　彦 桑　　名

12 9:20 @清　本　宗　浩 松　　阪 @山　村　憲　人 ライオンズ  中　村　龍　明 ジャック・ニクラウス  山　本　昭　一 養　　老

13 9:30 @植　村　浩　和 三重白山 @片　岡　茂　樹 伊勢大鷲  梶　川　武　志 KKGA  福　田　寿　和 フリー

14 9:40 @的　場　信　一 名　　四 @斎　藤　元　一 伊　　勢  金　村　吾　策 PGA TOUR SUPERSTORE  沢　田　　　尚 マーシフルハート

15 9:50 @長谷川　　　実 ライオンズ @横　山　浩　康 ローモンド  喜　多　翔　一 島ヶ原  服　部　直　樹 ｻﾝﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱ・HGA

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

16 7:30 @村　崎　　　朗 名　　松 @本　間　孝　司 名阪チサン  清　水　雅　徳 フリー

17 7:40 @山　田　正　俊 リオフジワラ @水　上　敏　美 伊勢大鷲 @野　田　明　弘 榊　　原  近　藤　年　弘 品野台

18 7:50 @中　西　真　一 白山ヴィレッジ @大　山　博　嗣 MGRA UP・DO @辻　　　幸　博 三重白山  松　井　角　次 フリー

19 8:00 @大　森　信　男 鈴　　鹿 @吉　田　誠　治 西日本セブンスリー @桑　原　賢　衛 三　　鈴  家　田　浩　人 三重ゴルフアカデミー

20 8:10 @冨　田　耕　一 タートルエース @小野田　安　成 名張サウス @森　下　謙　二 ジャパンクラシック  松　山　春　行 フリー

21 8:20 @近　藤　顯　一 リオフジワラ @野　村　尚　記 伊勢大鷲 @盛　山　直　志 島ヶ原  伊　藤　正　己 明　　智

22 8:30 @木　下　晶　夫 ジャパンクラシック @井　本　　　覚 榊　　原 @髙　山　　　悟 西日本セブンスリー  荒　木　東海男 ＳＫゴルフセンター

23 8:40 @森　下　喜久男 榊　　原 @古　田　敬　夫 伊勢大鷲 @松　尾　藤　徳 ルート２５  丸　岡　義　明 鈴　　鹿

24 8:50 @中　村　信　之 島ヶ原 @奥　山　正　夫 名　　松 @市　村　和　久 ローモンド  出　口　栄太郎 鈴　　峰

25 9:00 @山　口　公　彦 伊　　勢 @大　西　好　平 鈴　　鹿 @倉　田　星　司 三　　鈴  川　瀬　順　次 フリー

26 9:10 @安　達　久　夫 青山高原 @新　谷　博　英 伊　　勢  時　田　陽　充 伊勢シーサイド  寺　嶋　拓　夫 四日市

27 9:20 @畑　中　伸　章 白山ヴィレッジ @永　原　栄　一 島ヶ原  浦　田　勝　彦 タートルエース  山　浦　徹　夫 フリー

28 9:30 @川　口　　　伸 西日本セブンスリー @深　谷　高　義 ライオンズ  菅　原　洋　一 緑ヶ丘  松　本　紀　彦 阿　　山

29 9:40 @青　木　清　治 鈴　　峰 @堀　川　和　行 島ヶ原  水　谷　久　嗣 スリーレイクス  菊　一　利　彦 フリー

30 9:50 @山　川　敬　止 西日本セブンスリー @重　光　敬　民 名　　松  神　谷　英　夫 フリー  寺　嶋　誠　志 三　　鈴

備考

※　＠はアマチュアを示す。
１．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。
２．都合により、参加を取り止めた場合は、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、競技当日の連絡は、メナードカントリークラブ青山コース（０５９５－５４－１３１１）へ直接連絡のこと。
    無断欠席の場合は来年度の本競技への出場を停止する。

第１６回三重県シニアオープンゴルフ選手権競技（本戦）

組合せ並びにスタート時刻表

2021年8月20日 （金）

参加者

合計１１８名

 三重県ゴルフ連盟


