
中部ゴルフ連盟

参加者人数：149名（アマチュア25名、プロ124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 ※冨田 幸暉 飛騨高山CC 73 杉下 圭史
ゴールデンバレー

GC 73 小野田 享也 フリー 68 西 悠太
グレイスヒルズ

CC 73

2 7:40 ※新井 隆一 JGAジュニア 71 大島 靖生 ㈱大島電氣工事 78 佐橋 寿樹
ゴルフ５C

みずなみC 77 永野 敦朗 フリー 73

3 7:50 ※木村 太一 CRC三重白山 72 今野 康晴 京葉CC 77 増田 伸洋 ㈱ドーム 71 富田 雅哉 瑞陵GC 73

4 8:00 ※金子 駆大
CRC

白山ヴィレッジ 76 池村 寛世 フリー 67 伊藤 元気 愛知CC 69

5 8:10 ※大内 智文 中部学連 75 日高 将史 フリー 74 藤島 征次
㈱ロイズ

コーポレーション 73 北村 晃一
ミッションバレー

ＧＣ 67

6 8:20 ※青山 晃大 中部日本パブ 80 桑原 克典 ミズノ 71 丸山 大輔 アイテック 72 近藤 啓介 南山CC 71

7 8:30 ※横井 優星 中部日本パブ 73 宮瀬 博文 ㈱IASS 73 Ｉ・Ｊ・ ジャン ＥＲ 71 上田 諭尉 谷汲CC 71

8 8:40 ※湯原 光 ぎふ美濃GC 74 上井 邦裕 三好CC 71 近藤 智弘 ネスレ日本 71 正岡 竜二 グランデュール 75

9 8:50 ※今野 大喜 恵那峡CC 68 堀川 未来夢 Wave Energy 68 比嘉 一貴 フリー 72

10 9:00 ※岩渕 隆作 中部学連 76 六峯 武 三鈴CC 77 井ノ上 雅浩 中仙道GC 77 阿部 剛丈 フリー 74

11 9:10 金井 泰司 14ヒルズ 71 小川 哲広 富士C可児C 77 沢田 尚 ﾏｰｼﾌﾙﾊｰﾄ 74 山本 利技 滋賀CC 74

12 9:20 ※中山 絹也 中部学連 72 山田 裕一 新陽CC 77 西原 健太 伊勢CC 72 蛭田 玲於 フリー 79

13 9:30 斉藤 智洋 フリー 75 奥田 健司 青山G練習場 73 宮内 正人 フリー 75 岡島 功史 フリー 69

14 9:40 ※上田 敦士 中部日本パブ 76 﨑川 将司 鮎滝CC 73 照屋 佑唯智 フリー 70 永橋 宏明
富士スタジアム

GC 75

15 9:50 ※鈴木 千貴
サン・ベルグラビア

CC 69 森 雄貴 グレイスヒルズCC 74 小山 哲矢
セントクリーク

GC 77 近藤 龍一 フリー 74

16 10:00 ※峠 丈翔 中部学連 79 伊藤 夏樹 セントクリークGC 77 小田 秀明 中仙道GC 76 秦 和弘 フリー 75

17 10:10 谷岡 達弥
CRC

白山ヴィレッジ 75 矢澤 直樹
ドリームショット

Gセンター 76 佐々 悦彦 近鉄賢島CC 74 若杉 和浩
ゴルフ５C

みずなみC 79

18 10:20 ※永井 直樹 緑ヶ丘CC 78 岸本 翔太 グリーンヒル関GC 71 松村 景太 フリー 70 山内 拓也 ぎふ美濃GC 68

19 10:30 花岡 和典 triple a出版 76 権藤 紘太
ザ・トラディション

GC 75 小畑 拓威 榊原GC 70 鎌田 幸市 フリー 76

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

20 7:30 ※加藤 陽輝
TOSHIN

Central 80 手塚 周作 伊藤製菓 71 中村 匡志 フリー 73 三品 貴泰 法仙坊GC 71

21 7:40 三好 正展
富士レイクサイド

CC 70 立石 知大 知多CC 76 紀平 大樹 ローモンドCC 77 川満 歩 フリー 73

22 7:50 ※金子 優将 富士C可児C 70 白倉 渉平 津CC 75 湯本 開史 フリー 71 山ノ口 章大 京和CC 73

23 8:00 内海 道生
伊勢原

ゴルフセンター 82 須田 将太 フリー 73 岸本 拓也
グリーンヒル瑞浪

GC 72 長田 洋志 トップラウンジ 72

24 8:10 ※織田 信亮 杉ノ木台GC 71 吉桑 佑太 岐阜関CC 76 副田 裕斗 谷汲CC 68 竹内 廉 フリー 67

25 8:20 梶本 康太郎 ㈱T&R 72 矢形 和也 南山CC 77 三木 由人 フリー 77 小島 亮太 明智GC 75

26 8:30 ※鈴木 滉世 豊田CC 73 由岐 知平 愛知CC 74 石塚 義将 フロンティアの介護 73 野村 泰将 桑名CC 77

27 8:40 真野 裕喜 愛岐CC 69 梶川 武志
梶川久古G

アカデミー 74 清水 正貴 大甲賀CC 72 豊田 邦裕 WF森林公園 81

28 8:50 ※黒田 智之 美岳CC 76 秋江 靖雄
小萱OGM

チェリークリークCC 75 松浦 光彦
三木の里

ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 72 工藤 辰成 各務原CC 69

29 9:00 ※大谷 元気 芦原GC 71 島本 大詩 フリー 74 日高 裕貴
太子

カントリー倶楽部 73 金子 直矢 富士平原GC 78

30 9:10 松田 聖司 フリー 75 原 敏之 センコー 67 竹村 知也 フリオ 77 安藤 寿晃
㈱グランド

コンフォート 75

31 9:20 ※大西 魁斗 名倉CC 73 平井 伸泰 フリー 73 渡邊 権人
レア

コーポレーション 75 大島 大輔 フリー 79

32 9:30 寺田 天我 フリー 73 安富 慎 南山CC 76 樫原 大貴 フリー 75 奥村 拓海
ジャパンクラシック

CC 76

33 9:40 ※三島 泰哉 中部学連 76 鈴木 康正 呉羽CC 77 野波 弘一 ローモンドCC 77 坂下 竜三 フリー 76

34 9:50 池上 憲士郎 フリー 76 中茎 哲也 やまがたGC美山 78 田中 勝也 三鈴CC 77 倉敷 優磨 青山G練習場 75

35 10:00 ※門田 健太郎 富士C可児C 75 喜多 翔一 島ヶ原CC 74 山本 範幸 ローモンドCC 76 中西 直人 ISPS 72

36 10:10 比嘉 拓也 TOSHIN 70 辻村 暢大
富士OGM

伊勢大鷲 78 野嵜 朗 南山CC 69 中川 明 デイリー信楽 77

37 10:20 ※奥田 智也 新城CC 73 齊藤 潤 MASA21 70 武山 皓太郎 岐阜CC 74 小島 大輝
ザ・トラディション

GC 71

38 10:30 竹内 大
鴻巣

カントリークラブ 71 出石 幸喜 ゴルフパラダイス 71 原田 大介 サンミリオン 73

備考

第2日

平成30年度（第48回）中部オープンゴルフ選手権競技　本戦　

組み合わせ並びにスタート時刻表

7月12日 （木） 於．桑名カントリー倶楽部

1.※印は、アマチュアを示す。
2.本競技の優勝者は、１０月１１日（木）～１４日（日）に神奈川県の横浜カントリークラブで開催される、日本オープンゴルフ選手権競技に出場できる。但し、既に日本オープン本戦参加資
格者であった場合は、最上位者に資格を付与する。また、前記１名を除いた上位４名に日本オープン最終予選の参加資格を与える。
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、中部ゴルフ連盟（０５２－５８６－１３４５）へ連絡すること。
　なお、競技当日の場合は、桑名カントリー倶楽部（０５９４－３１－５１１１）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。
5.決勝ラウンドへの出場者は、８０位タイまでとする。


	成績有（横）

