
参加者人数：78名  青色　６０歳以上の部　４１名

 白色　５０歳代の部　３７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 8:00 早川 一茂 緑ヶ丘CC 市川 和也 ライオンズGC 近藤 顯一 リオフジワラCC

2 8:09 倉城 良二 四日市CC 宮本 薫 桑名CC 五十川 康雄 六石GC 宮崎 敏彦 藤原GC

3 8:18 川口 伸 西日本777GC 深谷 高義 ライオンズGC 重光 敬民 名松GC 内藤 俊雄 名四CC

4 8:27 堀川 和行 島ヶ原CC 貝沼 悟 四日市CC 早川 和雄 名四CC 青木 清治 鈴峰GC

5 8:36 福村 正幸 阿山CC 高山 悟 西日本777GC 吉金 悟 ナガシマCC 鈴木 堅弌 グレイスヒルズCC

6 8:45 細 安彦 松阪CC 高尾 宜久 島ヶ原CC 伊藤 俊夫 グレイスヒルズCC 清水 科良 桑名CC

7 8:54 櫛田 浩哉 鈴鹿CC 玉山 博康 桑名CC 竹内 祐彦 四日市CC 冨田 耕一 タートルエースGC

8 9:03 坪内 志郎 鈴峰GC 大道 朋広 リオフジワラCC 池田 秀弥 伊勢中川CC 安藤 順堂 スリーレイクスCC

9 9:12 足立 功 名阪チサンCC 松本 正人 西日本777GC 斎藤 元一 伊勢CC 森永 直人 ナガシマCC

10 9:21 倉田 星司 三鈴CC 荒川 義治 新城CC 大塚 貢三 桑名CC 仲田 陽一 西日本777GC

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

11 8:00 渡邊 武男 藤原GC 木村 圭志 松阪CC 武田 昌 EGC伊勢大鷲

12 8:09 中村 信之 島ヶ原CC 桑原 賢衛 三鈴CC 野田 正伸 四日市CC 山田 正俊 リオフジワラCC

13 8:18 山川 敬止 西日本777GC 石原 光弘 藤原GC 栗田 昌俊 CRC三重白山 福田 芳幸 四日市CC

14 8:27 水谷 逸士 六石GC 中村 行宏 名古屋GC 木下 晶夫 ジャパンクラシックCC 中岡 昭彦 三重CC

15 8:36 瀬浪 功 美岳CC 丸山 恵司 松阪CC 中村 英司 西日本777GC 赤坂 壽彦 各務原CC

16 8:45 大槻 浩幹 スリーレイクスCC 矢田 朋浩 新南愛知CC 山本 敦 四日市CC 山口 公彦 伊勢CC

17 8:54 内田 俊哉 三重CC 谷口 秀司 鈴峰GC 的場 信一 名四CC 水谷 友哉 スリーレイクスCC

18 9:03 伊藤 恵 桑名CC 大原 洸一 ナガシマCC 藤垣 紳一郎 岐阜CC 樋口 和大 四日市CC

19 9:12 丹羽 功 EGC伊勢大鷲 矢野 達也 六石GC 谷口 正直 西日本777GC 清本 宗浩 松阪CC

20 9:21 明石 晋 鈴峰GC 野末 幸裕 ローモンドCC 富田 茂 名古屋GC 飼沼 延浩 桑名CC

備考

2019年度（第19回）中部シニアオープンゴルフ選手権競技　予選第4会場　

組み合わせ並びにスタート時刻表

8月7日 （水）

１．青部分は６０歳以上の部、白部分は５０歳代の部を示す。
２．本戦出場者は、６０歳以上の部　２０名・５０歳代の部　１８名までとします。
　　選出にあ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。欠場者が出ても、次位の者は繰り上げない。
３．欠場者のあった場合は、組み合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た場合は、必ず事前に『欠場届』を所属倶楽部を通じて中部ゴルフ連盟（０５２-５６１-７９７２）へFAXすること。
　　なお、競技前日および当日の場合は、四日市カントリー倶楽部（０５９-３３７-１１１１）へ連絡すること。
　　無断欠場の場合は、来年度の本競技への出場を停止する。

於．四日市カンツリー倶楽部

中部ゴルフ連盟・中部プロゴルフ協会


	成績無

