
 中部ゴルフ連盟

第１日
18H.S 於．愛知カンツリー倶楽部 東山コース

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 ＊大　内　智　文 中部学連  清　水　正　貴 大甲賀CC  小　田　秀　明 中仙道  原　田　大　介 フリー

2 7:40  鈴　木　康　正 呉　　羽  川　満　　　歩 フリー  矢　澤　直　樹
ﾄﾞﾘｰﾑ
ｼｮｯﾄGC  豊　田　邦　裕 ＷＦ森林公園

3 7:50 ＊森　田　匠　海 富山県連  小　島　謙太郎 日光CC  勝　亦　悠　斗 朝霧CC  米　山　永　力 片山津

4 8:00  由　岐　知　平 愛　　知  田　中　泰　芽 フリー  三　品　貴　泰 法仙坊  土　肥　将　英
ｾﾝﾄﾗﾙｸﾞﾘｰﾝ
ｺﾞﾙﾌﾊﾟｰｸ

5 8:10 ＊纐　纈　悠　太 岐阜稲口  中　川　しげる
名古屋
ﾋﾙｽﾞGC  松　井　一　浩 フリー  坂　田　俊　介 富士平原GC

6 8:20  河　合　　　貢 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ  岡　島　功　史 フリー  久　保　　　圭
ﾆｭｰ岐阜
ﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ  篠　　　優　希 日本ｳｪﾙﾈｽ大

7 8:30 ＊黒　田　智　之 美　　岳  森　本　康　正 ハンズGC  鎌　田　幸　市 フリー  奥　　　雅　次 ETGA愛知

8 8:40  金　原　原　碩 フリー  野　嵜　　　朗 南　　山  大　塚　智　之 三芳病院  野　波　弘　一 ローモンド

9 8:50 ＊若　原　亮　太
TOSHIN
Central  秋　江　靖　雄

小萱OGM
ﾁｪﾘｰｸﾘｰｸCC  須　田　将　太 フリー  喜　多　翔　一 島ヶ原

10 9:00  安　藤　寿　晃 名南CC  宮　内　正　人 フリー  岸　本　拓　也
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ
瑞浪  山　口　　　量 zodia

11 9:10 ＊冨　岡　宇　翔 中部学連  小　島　大　輝 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ  平　松　　　学 津　　Ｃ  西　方　友　将 フリー

12 9:20  大　薮　高　正 フリー  工　藤　辰　成 各務原  小　西　雄　介
ｾﾝﾁｭﾘｰ
ｼｶﾞGC  梶　村　夕　貴 三木GC

13 9:30 ＊三　浦　宗　樹 豊　　田  岸　本　翔　太 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ関  細　田　尚　孝
中森かいてき

薬局  六　峰　　　武 三　　鈴

14 9:40  手　塚　周　作 伊藤製菓  浦　口　裕　介
ｺﾞﾙﾌﾌｫｰﾗﾑ

ﾋﾟｺｯﾄ  弘　井　太　郎
kochi
黒潮CC  青　山　　　誠 富士可児

15 9:50 ＊河　合　和　眞 名　　倉  金　井　泰　司 14ﾋﾙｽﾞCC  井　上　　　優
SATO

PIG FARM  権　藤　紘　太 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ

16 10:00  大　野　由　真
Phoenix

Tech Japan  三　好　正　展
富士

ﾚｲｸｻｲﾄﾞCC  竹　内　　　廉 フリー  小　島　亮　太 明　　智

17 10:10 ＊三　島　泰　哉 中部学連  森　　　雄　貴 ｸﾞﾚｲｽﾋﾙｽﾞ  日下部　幸之助
福岡

ｾｳﾞﾝﾋﾙｽﾞGC  高　橋　　　勝 ＷＦ森林公園

18 10:20  田　中　勝　也 三　　鈴  中　川　　　明
ﾃﾞｲﾘｰ
信楽CC  新　本　兼　之 フリー  伊　藤　善　則 花の木

19 10:30 ＊楳　山　慶　真 富士可児  佐　々　悦　彦 近鉄賢島  小　山　哲　矢 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ  梶　本　康太郎 ㈱T＆R

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 ＊桂　川　有　人 美濃白川  新　田あきひろ フリー  山　本　健太郎 フリー  中　西　直　人 ISPS

21 7:40  寺　西　　　大 三　　鈴  大　川　詩　穏 フリー  梶　川　武　志 梶川久古GA  日比野　斉　孝 美濃関

22 7:50 ＊中　山　絹　也 ﾘｵﾌｼﾞﾜﾗ  齊　藤　　　潤 MASA21  小　畑　拓　威 榊　　原  真　野　裕　喜 愛　　岐

23 8:00  尾　崎　智　勇 HOMEX  西　　　悠　太 ｸﾞﾚｲｽﾋﾙｽﾞ  中　村　匡　志 フリー  松　浦　光　彦 三木の里CC

24 8:10 ＊高　橋　周　平 東　　海  三　木　龍　馬 武蔵CC  伊　藤　修　司 i NEXT  西　原　健　太 伊　　勢

25 8:20  小　川　哲　広 富士可児  髙　橋　慶　祐 ﾕﾆﾃｯｸｽ  土　山　　　智 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ  山ノ口　章　大 京　　和

26 8:30 ＊岩　渕　隆　作 中部学連  竹　内　寿　樹 フリー  白　倉　渉　平 津　　Ｃ  沢　田　　　尚 ﾏｰｼﾌﾙﾊｰﾄ

27 8:40  大　島　大　輔 フリー  山　本　利　技 滋　　賀  青　木　康　高 フリー  森　井　晶　紀 よしのCC

28 8:50 ＊光　田　智　輝 富士可児  斉　藤　智　洋 フリー  上　森　大　輔 城陽CC  永　橋　宏　明
富士

ｽﾀｼﾞｱﾑGC

29 9:00 ＊上　田　敦　士 中部学連  副　田　裕　斗 谷　　汲  黒　宮　幹　仁 フリー  辻　村　暢　大 富士伊勢大鷲

30 9:10 ＊今　野　大　喜 恵那峡  Ｈ　・　リー フリー  谷　岡　達　弥 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ  阿　部　裕　樹 フリー

31 9:20  平　井　伸　泰 フリー  井　上　清　貴 岐阜関  森　本　　　雄 フリー  鍋　谷　太　一 ｺﾞﾙﾌﾌｨｰﾙﾄﾞ

32 9:30 ＊木　村　太　一 三重白山  近　藤　啓　介 南　　山  富　田　雅　哉 瑞　　陵  今　野　康　晴 京葉CC

33 9:40  桑　原　克　典 ミズノ  増　田　伸　洋 ドーム  立　石　知　大 知　　多  甲　斐　慎太郎 フリー

34 9:50 ＊峠　　　丈　翔 富士可児  星　野　陸　也 フリー  上　井　邦　裕 三　　好  上　田　諭　尉 谷　　汲

35 10:00  杉　山　直　也 メナード  小木曽　　　喬 福井工業大学  正　岡　竜　二 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｰﾙ  宮　瀬　博　文 ㈱IASS

36 10:10 ＊横　井　優　星 中部日本パブ  藤　島　征　次
ﾛｲｽﾞ

ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  伊　藤　元　気 愛　　知  近　藤　龍　一 フリー

37 10:20  小野田　享　也 フリー  佐　橋　寿　樹 みずなみ  井　垣　璃　玖 フリー  山　内　拓　也 ぎふ美濃

38 10:30 ＊長谷川　貴　優 中部日本パブ  伊　藤　有　志 フリー  山　田　裕　一 新　　陽  飯　田　耕　正 フリー

備考
１．＊印は、アマチュアを示す。
２．本競技の優勝者は、１０月１２日(木）～１５日(日）に岐阜県・岐阜関カントリー倶楽部（東コース）で開催の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選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．欠場者のあった場合は、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た場合は、必ず中部ゴルフ連盟（０５２-５８６-１３４５）へ連絡すること。
　　なお、競技当日の場合は、愛知カンツリー倶楽部 東山コース（０５２-７０１-１１６１）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｡
５．決勝ラウンドへの出場者は、８０位タイまでとする。

平成２９年度（第４７回）中部オープンゴルフ選手権競技

組み合わせ並びにスタート時刻表

８月１６日 （水） 参加者人数：１５２名（アマ２１名 プロ１３１名）


	スタート表

