
中部ゴルフ連盟

参加者人数：93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 藤田 翼 ＲＩＺＡＰ　ＧＯＬＦ 中島 旺 フリー 中川 しげる 名古屋ヒルズGC

2 7:39 ※的場 敦 中部学連 村上 哲弥 コスモサウンド 蛭田 玲於 フリー 岩渕 隆作 南山CC

3 7:48 中井 賢人 フリー 川瀬 翔也 ㈱大光 田中 大心 広島カントリー 権藤 紘太 ザ・トラディションGC

4 7:57 竹下 遼 セントクリークGC 新井 清貴 フリー 徳永 圭太 宝塚GC

5 8:06 茶谷 考輝 フリー 倉敷 優磨 姫路青山G練習場 小川 舜太 中日CC 小林 克也 武蔵CC

6 8:15 ※荒井 孝行 デイリー郡上CC 三木 龍馬 オオモリ・マテリクス 阿部 達徳 リオ西山 植竹 勇太 セガサミーホールディングス

7 8:24 永橋 宏明 富士スタジアムGC 永野 敦朗 フリー 六峯 武 三鈴CC 小泉 正樹 フリー

8 8:33 ※古川 惣一朗 中部日本パブ 福原 翔太 (株)ケイ・ワイ・コーポレーション 池見 和輝 フリー 岩本 一陽 霞ヶ関CC

9 8:42 藤島 豊和 Top works 安達 大空 四日市CC 松村 景太 フリー 佐藤 太地 北海道ブルックスCC

10 8:51 奥 雅次 フリー 土山 智 セントクリークGC 向 央介 リオ西山 松田 涼伽 中日CC

11 9:00 吉桑 佑太 岐阜関CC 松田 聖司 フリー 好川 耕司 長野京急CC 梶村 夕貴 フリー

12 9:09 寺田 天我 フリー 杉下 圭史 ゴールデンバレーGC 橋本 健太ユージーン 西日本ビルド(株) 川口 雅晴 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 ※鈴木 千貴 サン・ベルグラビアCC 猪川 頌生 平川カントリークラブ 安富 慎 南山CC

14 7:39 大川 功起 豊公橋GC 南 大樹 フリー 小林 知隆 グレイスヒルズCC 永井 直樹 フリー

15 7:48 ※加藤 陽輝 TOSHIN Central 森井 晶紀 よしのCC 竹内 寿樹 フリー 前田 倫志 フリー

16 7:57 佐々 悦彦 近鉄賢島CC 金子 徳馬 センチュリーシガGC 奥田 健司 姫路青山G練習場 阪本 烈 愛岐CC

17 8:06 ※青山 禎達 名張CC 小川 将生 富士スタジアムGC 新本 兼之 フリー 川満 歩 フリー

18 8:15 上森 大輔 城陽CC 田中 一輝 ＧＯＬＤＩＡ 宇佐美 祐樹 富士宮ゴルフクラブ 矢野 晶士 豊公橋GC

19 8:24 ※筒井 大暉 中部日本パブ 日高 裕貴 太子カントリー倶楽部 阿部 大輔 ㈱エレナ 秋江 靖雄 小萱OGMチェリークリークCC

20 8:33 島本 大詩 フリー 野村 泰将 桑名CC 金原 丈也 フリー 伊藤 洋 フリー

21 8:42 坂井 慎之介 三鈴CC 亀代 順哉 フリー 森岡 俊一郎 宝塚GC 出石 幸喜 ゴルフパラダイス

22 8:51 大塚 智之 光洋会三芳病院 土肥 将英 日本ラインGC 寺岡 颯太 霞ヶ関CC 松川 明敬 フリー

23 9:00 船津 良介 フリー 濱田 耕造 グリーンフィールド名高山 峠 丈翔 法仙坊GC 柴田 将弥 センチュリーシガGC

24 9:09 仲田 一雄 フリー 上岡 信晴 賀茂カントリー 荒木 大介 フリー 鮓井 伸和 フリー

備考

2019年度（第49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21日 （金）

１．※印はアマチュアを示す。
２．本戦出場者は１６名とする。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→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、スリーレイクスカントリークラブ（０５９４－７４－３２１１）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．スリーレイクスカントリークラブ


	成績無

