
中部ゴルフ連盟

参加者人数：95名（アマ10名　プロ85名）
1番スタート

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 松村 景太 フリー 原 敏之 センコー 青山 誠 富士C可児C

2 7:38 ※阿部 謙成 JGAジュニア 島本 大詩 フリー 奥 雅次 ETGA愛知 坂田 俊介 富士平原GC

3 7:46 松井 一浩 フリー 岩崎 誠 ㈱ホームデザイン 林 祐生 ローモンドCC 前田 倫志 ゴルフスクエア

4 7:54 ※毛利 大河 中部日本パブ 矢野 晶士 豊公橋GC 小西 雄介 センチュリーシガGC 田中 一輝 フリー

5 8:02 平松 学 津CC 岡島 功史 フリー 川瀬 翔也 岐阜関CC 山田 智己 スプリングフィールドGC

6 8:10 ※冨田 耕一 タートルエースGC 小川 舜太 中日CC 坂下 竜三 フリー 今井 陽介 太平洋クラブ六甲コース

7 8:18 向 央介 リオ西山 久保 圭 ニュー岐阜ホテルプラザ 金山 勝利 藤原GC 松田 聖司 フリー

8 8:26 ※豊田 知生 タートルエースGC 比嘉 一貴 フリー 桐生 肇 タラオCC 谷口 力也 篠山GC

9 8:34 出石 幸喜 ゴルフパラダイス 纐纈 悠太 法仙坊GC 宮國 雄一朗 フリー 豊山 良 榊原GC

10 8:42 ※菱田 健斗 東海CC 日下部 幸之助 福岡セヴンヒルズGC 河村 聡 岐阜稲口GC 山本 範幸 ローモンドCC

11 8:50 秦 和弘 フリー 髙田 享 タートルエースGC 表 崇宏 越前CC 金子 健也 東名古屋CC

12 8:58 ※角 海斗 津CC 細田 尚孝 中森かいてき薬局 榛葉 実輝 ミオス菊川カントリークラブ 平石 健太 フリー

10番スタート

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

13 7:30 永野 敦朗 フリー 小林 克也 武蔵CC 中川 しげる 名古屋ヒルズGC 杉浦 斎 美登グループ

14 7:38 池川 真人 フリー 川口 徳啓 スプリングフィールドGC 大塚 智之 三芳病院 藤田 大地 富士スタジアムGC

15 7:46 ※宇佐美 友亮 中仙道GC 荒木 大介 フリー 戸谷 剛士 竜泉寺G 山田 達矢 榊原GC

16 7:54 山内 寿晃 愛宕原ゴルフ倶楽部 白井 宣行 ㈱KCS 阿部 裕樹 フリー 谷岡 達弥 CRC白山ヴィレッジ

17 8:02 ※大西 魁斗 名倉CC 池上 憲士郎 フリー 宇佐美 祐樹 富士宮ゴルフクラブ 小林 知隆 グレイスヒルズCC

18 8:10 井上 優 SATO PIG FARM 清水 正貴 大甲賀CC 横田 良一 フリー 正野 元治 プライムスリー

19 8:18 ※増田 雄飛 鈴峰GC 寺田 天我 フリー 阿部 達徳 リオ西山 竹下 遼 セントクリークGC

20 8:26 﨑川 将司 鮎滝CC 中川 明 デイリー信楽 福廣 隼人 スポーツプラザマツダ 樫原 大貴 フリー

21 8:34 ※澤田 響 フクイCC 仲田 一雄 フリー 坂井 允誌 法仙坊GC 高橋 勝 WF森林公園

22 8:42 浦口 裕介 Gフォーラムピコット 星野 将宏 インターゴルフセンター 保田 和貴 フリー 杉下 圭史 ゴールデンバレーGC

23 8:50 山田 裕也 法仙坊GC 武内 伸悟 オークモントGC 野村 章太 東名古屋CC 犬飼 翔太 フリー

24 8:58 飯田 耕正 フリー 和田 延之 花の木GC 永橋 宏明 富士スタジアムGC 竹田 愼之介 六甲国際GC

備考

平成30年度（第48回）中部オープンゴルフ選手権競技　予選第1会場

組み合わせ並びにスタート時刻表

6月22日 （金）

１．※印はアマチュアを示す。
２．本戦出場者数は後日発表する。選出に当たりタイが生じた場合は、マッチング・スコアカード→カウンドバック→くじ引きの順に決定する。
３．欠場者が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。
４．病気、事故等のため参加を取り止める場合は、必ず事前に所属倶楽部を通じて、「欠場届」を中部ゴルフ連盟（０５２－５６１－７９７２）へFAXすること。
　なお、競技前日および当日の場合は、タートルエースゴルフ倶楽部（０５９５－８３－１２１２）へ連絡すること。無断欠席の場合は、来年度の本競技への出場を停止する。

於．タートルエースゴルフ倶楽部


	成績無

