
参加者人数：150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 小泉 洋人 初田製作所 71 松本 浩 フリー 79 矢形 和也 南山CC 85 倉敷 優磨 姫路青山G練習場 71

2 7:40 原田 大介 スタートアップ
スポーツ協会 76 高橋 秀昌 瑞浪高原GC 79 新本 兼之 フリー 73 清水 正貴 大甲賀CC 74

3 7:50 宮本 貴之 日興ゴルフクラブ
ＣＵＥ 80 阪本 烈 愛岐CC 74 船津 良介 フリー 80 金井 泰司 14ヒルズＣＣ 70

4 8:00 平松 学 津CC 78 斎藤 亘 エスペランサゴルフ
マネジメント 75 河村 聡 岐阜稲口GC 73 村上 哲弥 コスモサウンド 73

5 8:10 山田 又吉 白山すぎのこ温泉 76 竹内 大貴 新南愛知CC 77 野嵜 朗 南山CC 73 仲田 一雄 フリー 72

6 8:20 石塚 義将 フロンティアの介護 75 西 悠太 グレイスヒルズCC 75 安藤 寿晃 名南CC 78 須藤 光 ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ ﾗﾎﾞ 85

7 8:30 木下 大海 ＲＩＺＡＰ　ＧＯＬＦ 73 山ノ口 章大 京和CC 71 川口 雅晴 フリー 78 大塚 智之 光洋会三芳病院 74

8 8:40 紀平 大樹 ローモンドCC 75 日比野 斉孝 美濃関CC 75 西原 健太 伊勢CC 76 鎌田 幸市 フリー 75

9 8:50 坂井 允誌 法仙坊GC 69 荒木 大介 フリー 77 土肥 将英 日本ラインGC 75 橋本 健太ユージーン 西日本ビルド(株) 74

10 9:00 須田 将太 フリー 78 井上 優 SATO PIG FARM 76 小畑 拓威 榊原GC 75 福山 朝也 エムズ 70

11 9:10 奥村 拓海 ジャパンクラシック
CC 73 河合 貢 CRC白山ヴィレッジ 72 篠 優希 日本ウェルネス

スポーツ大 72 大島 靖生 ㈱大島電氣工事 79

12 9:20 ※渡辺 龍ノ介 グリーンヒル瑞浪GC 71 伊藤 元気 愛知CC 74 正岡 竜二 グランデュール 80 秋江 靖雄 小萱
チェリークリークCC 74

13 9:30 ※湯原 光 ぎふ美濃GC 77 小野田 享也 浜名湖CC 67 近藤 智弘 ネスレ日本 70 高山 準平 TOSHIN Central 75

14 9:40 ※福山 功太 芦原GC 71 上森 大輔 城陽CC 74 上井 邦裕 三好CC 66 齊藤 潤 MASA21 74

15 9:50 ※東出 大雅 デイリー瑞浪CC 79 井垣 璃玖 フリー 76 上田 諭尉 谷汲CC 74 竹安 俊也 フリー 71

16 10:00 ※辻 圭一郎 JGAジュニア 71 大澤 和也 フリー 76 木下 稜介 ハートランド 74 岸本 翔太 グリーンヒル関GC 70

17 10:10 伊藤 慎吾 宝塚GC 78 三好 正展 富士レイクサイドCC 77 米山 永力 片山津GC 80 山内 拓也 ぎふ美濃GC 73

18 10:20 吉桑 佑太 岐阜関CC 71 出石 幸喜 ゴルフパラダイス 74 好川 耕司 長野京急CC 77

19 10:30 坂田 俊介 富士平原GC 73 野波 弘一 ローモンドCC 83 鈴木 康正 呉羽CC 76 杉浦 斎 美登グループ 71

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 谷岡 達弥 CRC白山ヴィレッジ 79 武山 皓太郎 岐阜CC 73 浦口 裕介 ゴルフフォーラム
ピコット 76 新田 あきひろ フリー 69

21 7:40 大川 功起 豊公橋GC 80 小島 亮太 明智GC 74 松田 聖司 フリー 73 纐纈 悠太 法仙坊GC 73

22 7:50 阿部 大輔 ㈱エレナ 79 中川 しげる 名古屋ヒルズGC 83 牧野 充宏 南山CC 74 岡島 功史 フリー 71

23 8:00 大野 由真 フリー 74 森井 晶紀 よしのCC 69 由岐 知平 愛知CC 69 上岡 信晴 賀茂CC 76

24 8:10 森 雄貴 グレイスヒルズCC 73 竹村 知也 ゴルフステージ
フリオ 76 小川 裕 フリー 79 若杉 和浩 GOLF５C

みずなみC 82

25 8:20 佐橋 寿樹 GOLF５C
みずなみC 77 比嘉 拓也 TOSHIN 76 小泉 正樹 フリー 75

26 8:30 長田 洋志 トップラウンジ 77 吉本 悟 フリー 75 山本 範幸 ローモンドCC 78 福岡 大河 CRC白山ヴィレッジ 70

27 8:40 大脇 僚哉 フリー 76 岸本 拓也 グリーンヒル瑞浪GC 74 川満 歩 フリー 72 関谷 和貴 ㈱おいもや 75

28 8:50 池上 憲士郎 フリー 70 谷川 泰輔 ヒルトップ
横浜クラブ 77 小田 秀明 岐阜稲口GC 78 田中 勝也 三鈴CC 75

29 9:00 嶺岸 政秀 フリー 77 飯田 耕正 フリー 69 山口 量 富士C可児C 77 真野 裕喜 愛岐CC 78

30 9:10 河合 和眞 CRC白山ヴィレッジ 73 細田 尚孝 中森かいてき薬局 76 金山 勝利 藤原GC 77 島本 大詩 フリー 77

31 9:20 ※作田 大地 中部学連 74 梶川 武志 KKGA 72 甲斐 慎太郎 国際スポーツ
振興協会 67 金原 丈也 フリー 75

32 9:30 ※荒木 義和 中部ジュニア 84 六峯 武 三鈴CC 74 宮瀬 博文 アイ・エー・
エス・エス 70 平井 伸泰 フリー 80

33 9:40 ※大橋 元 中仙道GC 79 立石 知大 知多CC 73 丸山 大輔 アイテック 71 杉下 圭史 ゴールデンバレーGC 80

34 9:50 ※冨岡 宇翔 花尾CC 80 近藤 龍一 鳴海CC 68 太田 直己 フリー 71 藤田 翼 ＲＩＺＡＰ　ＧＯＬＦ 73

35 10:00 ※松井 諒哉 中部日本パブ 73 福原 翔太 (株)ケイ・ワイ・
コーポレーション 74 小川 哲広 富士C可児C 77 田中 大心 広島CC 78

36 10:10 中川 将太 ユームゴルフ 74 三品 貴泰 法仙坊GC 72 中井 賢人 フリー 70 工藤 辰成 各務原CC 74

37 10:20 森 博貴 フリー 71 山田 裕一 新陽CC 72 伊藤 善則 花の木GC 74 沢田 尚 ﾏｰｼﾌﾙﾊｰﾄ 74

38 10:30 山本 利技 ジャパンクラシック
CC 73 石渡 和輝 フリー 69 青山 誠 ＪＥＭＴＣ 77 豊田 邦裕 WF森林公園 74

備考

2019年度（第49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

8月1日 （木）

１．※印は、アマチュアを示す。
２．決勝ラウンドへの出場者は、８０位タイまでとする。
３．本競技の優勝者は、１０月１７日（木）～２０日（日）に福岡県の古賀ゴルフ・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。
４．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。
５．病気、事故等のため参加を取り止める場合は、片山津ゴルフ倶楽部（０７６１－７４－０８１０）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。

第2日

於．片山津ゴルフ倶楽部(白山コース)

中部ゴルフ連盟


	成績無

