
参加者人数：99名（アマ21名　プロ78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 加藤 陽二郎 フリー 土肥 将英 セントラルグリーンGP 田中 悠介 ㈱アクト

2 7:38 ※門田 健太郎 富士C可児C 今井 基光 セルフ・インドア 若杉 和浩 みずなみCC 中井 賢人 フリー

3 7:46 ※東出 大雅 デイリー瑞浪CC 佐藤 祐希 ザ・トラディションGC 松原 倖也 katz  golf 林 千尋 春日井グリーンG

4 7:54 川口 明宏 フリー 松田 涼伽 中日CC 服部 直樹 日本導体協会・HGA 竹内 玲雄 青山高原CC

5 8:02 ※荒川 義治 新城CC 須藤 光 ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ　ﾗﾎﾞ 川合 典孝 浜名湖CC 湯本 開史 フリー

6 8:10 濱田 耕造 グリーンフィールド名高山 川島 虎之介 セントクリークGC 三好 正展 富士レイクサイドCC 小林 一敏 塩嶺CC

7 8:18 ※芝原 秀雄 貞宝CC 山﨑 壱鉱 フリー 奥 智将 金沢セントラルCC 金子 直矢 芦原GC

8 8:26 ※今川 知也 三好CC 光田 智輝 岐阜関CC 日高 裕貴 太子カントリー倶楽部 新本 兼之 フリー

9 8:34 ※澤田 勉 春日井CC 阪本 烈 愛岐CC 松本 浩 フリー 檜山 英一郎 レイク相模カントリークラブ

10 8:42 ※鈴木 浩史 チェリーGC金沢東 渚 望 サン・ベルグラビアCC 山口 量 富士C可児C 斎藤 亘 エスペランサゴルフマネジメント

11 8:50 ※佐川 元規 緑ヶ丘CC 宮内 正人 フリー 小川 哲司 中仙道GC 坂井 慎之介 三鈴CC

12 8:58 ※長尾 福治郎 日本ラインGC 三品 貴泰 法仙坊GC 鈴木 康正 呉羽CC 山田 修平 フリー

13 9:06 ※大川 功起 東名古屋CC 関谷 和貴 おいもや 奥田 健司 青山G練習場 加藤 義文 GCルミナス

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

14 7:30 ※太田 泰雅 新城CC 梶村 夕貴 フリー 渡邊 権人 レアコーポレーション 橋口 浩一 KGC企画

15 7:38 ※棚橋 舜 中部日本パブ 竹中 智哉 ザ・トラディションGC 寺西 大 MANA　CONNCT 福岡 大河 CRC白山ヴィレッジ

16 7:46 ※杉原 盛秀 セントクリークGC 菅尾 陽佑 フリー 山下 祐矢 京和CC 安富 慎 南山CC

17 7:54 ※阿部 陽一郎 瑞陵GC 竹村 知也 フリオ 牧野 充宏 南山CC 榎本 剛志 フリー

18 8:02 ※大宮 壽陛 ニューキャピタルGC 篠 優希 日本ウェルネス大 嶺岸 政秀 フリー 野村 泰将 桑名CC

19 8:10 ※鈴木 心 名倉CC 数原 正直 フリー 柴田 健太郎 WF森林公園 大西 晃次 松原ゴルフガーデン

20 8:18 ※関戸 治朗 名古屋GC 倉敷 優磨 青山G練習場 阿部 剛丈 フリー 大屋 功一 グレイスヒルズCC

21 8:26 ※棚町 駿 富士C可児C 松浦 光彦 三木の里ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 土山 智 セントクリークGC 藤井 智啓 フリー

22 8:34 ※田尻 達彦 TOSHINさくらHills 竹内 優騎 青山高原CC 照屋 佑唯智 フリー 好川 耕司 長野京急CC

23 8:42 ※花沢 健一郎 福井国際CC 竹内 大 鴻巣カントリークラブ 木下 大海 ＲＩＺＡＰ　ＧＯＬＦ 森本 雄 フリー

24 8:50 ※富田 茂 名古屋GC 磯部 勇平 フリー 小川 裕 富士C可児C 井ノ上 雅浩 中仙道GC

25 8:58 蛭田 玲於 フリー 加藤 慶輔 ｹｲｽｹｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ 伊藤 夏樹 セントクリークGC 内海 道生 伊勢原ゴルフセンター

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2会場

組み合わせ並びにスタート時刻表

6月29日 （金）

１．※印はアマチュアを示す。
２．本戦出場者は後日発表する。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、南山カントリークラブ（０５６５－４２－１１１１）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．南山カントリークラブ


	成績無

