
中部ゴルフ連盟

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 ※松浦 勝志 中部日本パブ 石渡 和輝 フリー 牧野 充宏 南山CC

2 7:39 ※水田 竜昇 富士C可児C ※富田 剣道 緑ヶ丘CC 櫻井 一輝 フリー 小浜 亮二 平尾CC

3 7:48 ※富田 茂 名古屋GC 小川 裕 フリー 宮本 貴之 日興ゴルフクラブＣＵＥ 星野 将宏 インターゴルフセンター

4 7:57 ※酒井 遼也 中部日本パブ 関谷 和貴 ㈱おいもや 池上 憲士郎 フリー 白川 航太郎 愛岐CC

5 8:06 ※花沢 健一郎 福井国際CC 井ノ上 雅浩 中仙道GC 深澤 良介 伊東カントリークラブ 大野 由真 フリー

6 8:15 ※丹羽 佑介 南山CC 嶺岸 政秀 フリー 河合 和眞 CRC白山ヴィレッジ 若杉 和浩 ゴルフ５CみずなみC

7 8:24 ※大宮 壽陛 ニューキャピタルGC 高橋 秀昌 瑞浪高原GC 山﨑 壱鉱 フリー 坂田 俊介 富士平原GC

8 8:33 ※松井 諒哉 中部日本パブ 森 博貴 フリー 今井 基光 セルフ・インドア 須藤 光 ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ　ﾗﾎﾞ

9 8:42 ※鈴木 浩史 チェリーGC金沢東 小川 哲司 中仙道GC 斎藤 亘 エスペランサゴルフマネジメント 藤田 大地 フリー

10 8:51 ※上田 翔太 JGAジュニア 数原 正直 フリー 出原 数生 ゴルフ５CみずなみC 内山 大樹 浜名湖CC

11 9:00 ※足立 一樹 名倉CC 川島 虎之介 セントクリークGC 加藤 慶輔 ｹｲｽｹｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ 松木 宏悦 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

12 7:30 ※古市 将都 各務原CC 青山 誠 ＪＥＭＴＣ 平野 義尚 フリー

13 7:39 ※杉原 盛秀 セントクリークGC 吉本 悟 フリー 豊田 邦裕 WF森林公園

14 7:48 ※益田 航 中部日本パブ ※佐川 元規 緑ヶ丘CC 小泉 洋人 初田製作所 北國 譲斗志 フリー

15 7:57 ※浅野 公造 三好CC 柳澤 誠司 やすらぎ介護 宗次 弘章 フリー 長田 洋志 トップラウンジ

16 8:06 ※三宅 勇輝 中部日本パブ 丸川 英雄 グリーンフィールド名高山 松浦 光彦 三木の里ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 渚 望 フリー

17 8:15 ※吉 恒紀 やまがたGC美山 正野 元治 フリー 纐纈 悠太 法仙坊GC 篠 優希 日本ウェルネス大

18 8:24 ※芦田 諒太 中部日本パブ 川合 典孝 浜名湖CC 湯本 開史 フリー 池田 崇宏 越前CC

19 8:33 ※芝原 秀雄 貞宝CC 加藤 義文 フリー 谷川 泰輔 ヒルトップ横浜クラブ 竹内 大貴 新南愛知CC

20 8:42 ※東出 大雅 デイリー瑞浪CC 岸本 拓也 グリーンヒル瑞浪GC 竹尾 亮輔 フリー 三浦 春輝 エナジック

21 8:51 ※荒川 義治 新城CC 堀田 琢也 フリー 伊藤 瑞希 クラウンCC 林 千尋 春日井グリーンG

22 9:00 ※平松 幹尋 新南愛知CC 小林 準 富嶽CC 藤井 智啓 フリー 服部 直樹 サン・ベルグラビアCC

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2会場

組み合わせ並びにスタート時刻表

6月28日 （金）

１．※印はアマチュアを示す。
２．本戦出場者は１４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、豊田カントリー倶楽部（０５６５－８０－３７３１）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．豊田カントリー倶楽部参加者人数：85名（アマ24名　プロ61名）


	成績無

