
☆グランドシニアの部 ５３名 於．鈴鹿カンツリークラブ

18H.S ☆ミッドシニアの部 ５８名 西コース

1番スタート(☆グランドシニアの部)

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

1 7:30 村　林　直　利 名　　松 南　　　二　郎 榊　　原 西　條　　　博 鈴　　峰

2 7:40 加　藤　正　美 一　　志 丸　山　恵　司 松　　阪 中　村　直　樹 三重白山

3 7:50 青　山　八　朗 三　　鈴 松　井　崇　司 フォレスト芸濃 細　　　安　彦 松　　阪

4 8:00 山　川　敬　止 西日本セブンスリー 大　本　則　一 タートルエース 内　藤　俊　雄 名　　四 水　上　敏　美 榊　　原

5 8:10 平　岩　治　雄 グレイスヒルズ 村　林　嘉　郎 松　　阪 髙　山　　　悟 西日本セブンスリー 新　井　英　一 鈴　　峰

6 8:20 加　藤　幸　治 六　　石 山　口　明　男 西日本セブンスリー 中　村　　　勇 三　　重 溝　田　幸　生 三重白山

7 8:30 大　井　　　浩 伊勢中川 諸　岡　直　美 三　　重 奥　山　正　夫 名　　松 佐　藤　賢　治 ローモンド

8 8:40 下　鍋　昭　一 三重白山 小　池　　　稔 MGRA 鈴鹿中央 髙　田　和　成 タートルエース 樋之口　　　操 鈴　　峰

9 8:50 市　川　和　也 ライオンズ 小　倉　斎　信 三重白山 中　川　　　篤 名　　四 樋　上　益　良 伊勢大鷲

10 9:00 中　北　　　優 松　　阪 片　岡　経　量 リオフジワラ 青　木　清　治 鈴　　峰 大　森　信　男 鈴　　鹿

11 9:10 重　丸　保　隆 ルート２５ 北　辻　信　仁 名　　松 田　中　　　茂 鈴　　鹿 森　口　明　好 松　　阪

12 9:20 岩　佐　雄　二 ローモンド 後　藤　和　正 中　　日 早　川　和　雄 名　　四 美　濃　秀　章 グレイスヒルズ

13 9:30 後　藤　　　篤 名　　四 伊　藤　　　隆 フォレスト芸濃 田　中　康　光 タートルエース 曽　山　和　博 榊　　原

14 9:40 矢　田　義　孝 三　　重 右　城　省　三 榊　　原 野　田　正　伸 四日市 山　際　　　貢 白山ヴィレッジ

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 水　谷　逸　士 六　　石 中　村　英　司 西日本セブンスリー 黒　田　輝　司 フォレスト芸濃

16 7:40 伊　藤　　　恵 桑　　名 松　尾　　　徹 タートルエース 小　林　哲　二 一　　志

17 7:50 中　川　　　久 伊　　勢 山　田　昌　信 名　　四 三　宅　邦　美 松　　阪 竹　内　彰　悟 ローモンド

18 8:00 山　口　博　史 中　　日 古　田　敬　夫 白山ヴィレッジ 森　下　謙　二 ジャパンクラシック 高　木　　　薫 鈴　　峰

19 8:10 山　田　正　俊 リオフジワラ 松　尾　藤　徳 ルート２５ 上　田　　　力 双鈴関 松　本　隆　夫 グレイスヒルズ

20 8:20 市　来　圭　介 ローモンド 本　間　孝　司 名阪チサン 田　中　元　基 鈴　　鹿 鈴　木　一　司 松　　阪

21 8:30 諸　橋　芳　行 名　　四 棚　橋　久　行 リオフジワラ 中　村　吉　男 伊　　勢 加　藤　一　成 名阪チサン

22 8:40 倉　田　星　司 三　　鈴 伊　原　光　秀 三重白山 金　山　秀　孝 グレイスヒルズ 松　本　　　強 フォレスト芸濃

23 8:50 服　部　裕　次 伊　　勢 丹　羽　政次郎 六　　石 長　田　和　正 ルート２５ 伊　藤　清　一 三重白山

24 9:00 冨　田　耕　一 タートルエース 山　下　則　武 ローモンド 岡　田　　　忠 鈴　　鹿 長　嶺　良　治 一　　志

25 9:10 山　中　清　司 リオフジワラ 辻　村　　　敏 伊　　勢 伊　藤　俊　夫 グレイスヒルズ 中　村　　　浩 三重白山

26 9:20 佐　藤　友　昭 名　　四 石　原　伸　行 鈴　　鹿 井　本　　　覚 榊　　原 小　林　正　俊 白山ヴィレッジ

27 9:30 新　谷　博　英 伊　　勢 桑　原　賢　衛 三　　鈴 安　田　傅　司 タートルエース 新　田　徳　蔵 ジャパンクラシック

28 9:40 近　藤　徳　久 ローモンド 辻　　　一　也 藤　　原 野　村　尚　記 伊勢大鷲 川　口　　　伸 西日本セブンスリー

29 9:50 熊　本　耕一郎 ジャックニクラウス 小　山　盛　夫 伊勢大鷲 龍　見　範　雄 リオフジワラ 金　守　　　彰 伊　　勢

備考

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る場合、前日までは三重県ゴルフ連盟（059-228-5616）、競技当日は会場クラブへ直接連絡すること。
　　無断欠場は来年度の本競技への出場を停止する。

２０２２三重県男子アマチュアゴルフ選手権競技

組合せ並びにスタート時刻表

2022年7月20日（水）

（参加者）

 三重県ゴルフ連盟


