
第13回ＡＧＡ県民体育大会地区予選　スタート時刻及び組合わせ表 西尾ゴルフクラブ

アウトスタート インスタート

No. 時刻 ﾌﾟﾚｰ方法 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 No. 時刻 ﾌﾟﾚｰ方法 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 7:21 セルフ 長坂　吉和 山下　正孝 長坂　信武 内藤　孝一 20 7:21 キャディ 木村　吉春 西村　衛 草間　松男 杉浦　フミ子

2 7:28 セルフ 清水　章仁 鈴木　あや子 平野　昭 十田　五男 21 7:28 セルフ 堀木　祐子 小須田　正子 若松　京子 石原　絹代

3 7:35 セルフ 長澤　律子 長澤　昭 長澤　勇夫 岡本　洋一 22 7:35 セルフ 松崎　哲夫 加藤　俊徳 山田　甫治 今村　年央

4 7:42 セルフ 永坂　匡 石川　栄三 成房　愼太郎 高木　マミ 23 7:42 セルフ 牧　秀翁 宮地　富二 宮地　あさ子

5 7:49 セルフ 加藤　雄史． 友安　京三 友安　かよ子 都築　芳夫 24 7:49 セルフ 浅田　和枝 吉見　弘美． 角谷　みどり

6 7:56 セルフ 浦辺　政美 野々山　貴宏 南谷　達昭 25 7:56 セルフ 石川　巧 江坂　和子． 稲垣　豊． 新美　博光．

7 8:03 セルフ 丸山　浩一 大野　一生 小濱　康雅 26 8:03 セルフ 上前　崇 岩谷　良文 川口　清十 村井　栄二

8 8:10 セルフ 神谷　善史 川角　金和 鈴木　勇 杉浦　沖則 27 8:10 セルフ 市川　林一 鈴木　豊二 山本　一雄．

9 8:17 セルフ 青山　隆司 杉浦　正博 都築　正文 28 8:17 セルフ 鈴木　和之 糟谷　俊之 加藤　哲博 天野　克己

10 8:24 セルフ 山本　博 中西　晴夫 新美　哲雄 大参　幹雄 29 8:24 セルフ 近藤　幹敏 権　秀貞 杉浦　達男． 渡辺　一平

11 8:31 キャディ 鈴木　真智子 杉原　弓子 近藤　真紀 安達　亮治 30 8:31 セルフ 左右田　喜代美． 糟谷　勝俊 糟谷　諭 細井　立子

12 8:38 セルフ 壁谷　知影 倉橋　知恵子 荒井　直 長坂　信哉 31 8:38 セルフ 田中　英樹 沖田　和夫 湯本　隆則 鈴木　竹春

13 8:45 セルフ 中嶋　芳博 松崎　啓司 小西　吉宗 浅井　二郎 32 8:45 セルフ 板倉　政幸 小野　隆司 犬塚　友治 角谷　正則

14 8:52 セルフ 小嶋　芳広 内藤　滋 古島　源治 大園　和誉 33 8:52 セルフ 水野　憲治 片山　眞次 西村　宝 長江　幸雄

15 8:59 セルフ 鳥居　松雄 鳥居　泰子 岡安　利和 34 8:59 セルフ 榊原　吉規 菊地　貞子 諏訪　真善夫 杉浦　正美

16 9:06 セルフ 石塚　年啓 石塚　明子 野村　広治 35 9:06 セルフ 加藤　智文 西森　隆久 杉浦　幸加子 榊原　京

17 9:13 セルフ 榊原　文夫 大地　克昌 野々山　克彦 36 9:13 セルフ 鈴木　明子 牧野　恵美子 原田　純子

18 9:20 セルフ 神谷　哲郎 犬塚　博文 濱田　博孝 新實　直美 37 9:20 セルフ 江坂　元一 高須　宗一． 川澄　孫昭 犬塚　宣弘

19 9:27 セルフ 三浦　敦子 加藤　幸子Ｉ 田中　祥子 永山　恵子

アウトスタート インスタート

No. 時刻 ﾌﾟﾚｰ方法 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 No. 時刻 ﾌﾟﾚｰ方法 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

38 11:47 セルフ 高須　圭子 伊佐治　増晃 生田　誠 加藤　加奈絵 47 11:47 セルフ 小島　たつみ 内藤　より子． 永田　加代子

39 11:54 セルフ 髙須　厚 鈴木　善雄 鈴木　昭夫 松田　源治． 48 11:54 セルフ 野田　明美 鳥山　成子 清水　れい子

40 12:01 セルフ 小見山　哲郎． 新実　好貴 斉藤　五百利 伴野　岳寿 49 12:01 セルフ 高須　栄一 伴野　直樹 石川　勝博 大倉　一晃

41 12:08 セルフ 山﨑　保夫 田中　孝幸 池田　駒秀 50 12:08 セルフ 神谷　悠朗 羽吉　正勝 早川　隆行 細川　淳治

42 12:15 セルフ 岡安 真也 田中 勇人 服部 誠 鈴木 博貴 51 12:15 セルフ 松川 和弥 榊原 信子42 12:15 セルフ 岡安　真也 田中　勇人 服部　誠 鈴木　博貴 51 12:15 セルフ 松川　和弥 榊原　信子

43 12:22 セルフ 石川　公庸 長坂　英明 中谷　有 牧野　真一 52 12:22 セルフ 中根　直嘉． 千葉　貴子 太田　五九郎 尾崎　智

44 12:29 セルフ 日高　正広 深谷　浩喜 浅岡　正樹 古澤　修一 53 12:29 セルフ 神谷　寛 服部　健治 永谷　徳善

45 12:36 セルフ 黒柳　英樹 吉田　英昭 長坂　武久 中茎　伸輔 54 12:36

46 12:43 セルフ 岡安　壽角 尾崎　高明 鎌田　匡道 村井　真弓 55 12:43

2021年1月8日（金） アンダーハンディの部：優勝～10位、以下5飛び賞、B.B賞、ホタル賞

1,100円 スクラッチの部：一般男女、シニア男女のグロス１位

＜キャディ付き＞ メンバー：8,490円、ビジター：11,230円 【スクラッチの部　男子】一般1名、シニア1名

＜セルフプレー＞ メンバー：5,700円、ビジター： 8,440円 　　 会場：名古屋ゴルフ倶楽部、　　　　　　 開催日：2021年2月26日（金）

18ホールストロークプレー 【スクラッチの部 女子】一般1名 シニア1名

開催日時

決勝大会

表彰入賞

競技方法

プレー代

参 加 料

18ホ ルストロ クプレ 【スクラッチの部　女子】 般1名、シニア1名

Ｗペリア方式（トリプルカット、上限36）、同ネットマッチングスコア 　　 会場：三好カントリー倶楽部 東コース、　開催日：2021年2月25日（木）

【アンダーハンディの部】ネット順位男女上位各2名(予選参加人数130名以上の場合)

　　 会場：春日井カントリークラブ 東コース、開催日：2021年3月17日（水）

集計方法

競技方法


