
 中部ゴルフ連盟

18H.S 於．三鈴カントリー倶楽部

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  宮　垣　健　司 ㈱KCS  中　川　　　明 デイリー信楽  篠　田　和　孝 ローモンド

2 7:38  久　米　朗　文 ひかり産業  小　川　哲　司 中仙道  太　田　有　一 フリー  堀　　　浩　恭 ｾﾝﾁｭﾘｰﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ

3 7:46  清　水　正　貴 大甲賀CC  澤　木　賢　也 浜北ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ  竹　村　知　也 竹村商店  福　山　朝　也 フリー

4 7:54 ※伊　与　　　翼 加賀ｾﾝﾄﾗﾙ  長　尾　仁　志 フリー  川　上　幸　輝 ﾄﾗｽﾄ不動産開発  梶　村　夕　貴 三　　木

5 8:02  青　山　　　剛 フリー  林　　　祐　生 ローモンド  日下部　幸之助 福岡ｾｳﾞﾝﾋﾙｽﾞ  瀧　瀬　　　誠 恒徳化成工業㈱

6 8:10 ※増　田　和　茂 タートルエース  奥　　　雅　次 ETGA愛知  野　村　章　太 東名古屋  澤　田　健　一 Modart

7 8:18  長　田　洋　志 ﾄｯﾌﾟﾗｳﾝｼﾞ  中　茎　哲　也 やまがた  谷　口　力　也 篠山GC  秋　元　幸　広 フリー

8 8:26 ※舞　嶽　裕　彦 福井国際  泉　　　雅　彦 フリー  阿　部　大　輔 ㈱エレナ  原　　　敏　之 センコー

9 8:34  若　杉　和　浩 みずなみ  松　尾　　　昇 ｾﾝﾁｭﾘｰﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ  加　藤　陽二朗 フリー  野　村　泰　将 桑　　名

10 8:42 ※片　岡　裕　史 榊　　原  樫　原　大　貴 フリー  山　口　　　量 zodia  大　島　靖　生 (株)大島電氣工事

11 8:50  松　本　　　浩 六　　甲  益　田　直　明 タラオCC  永　橋　宏　明 富士スタジアムゴルフ倶楽部  小　川　舜　太 中　　日

12 8:58  小　川　　　裕 富士可児  宮　國　雄一朗 フリー  弘　井　太　郎 kochi黒潮  渚　　　　　望 ｻﾝ･ﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱ

13 9:06  犬　飼　翔　太 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ  小　西　雄　介 ｾﾝﾁｭﾘｰｼｶﾞ  加　藤　義　文 ゴルフクラブルミナス  中　井　賢　人 フリー

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

14 7:30  宗　次　弘　章 フリー  田　中　一　輝 ｵｰｸﾓﾝﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ  牛　田　育　郎 キャッスルヒル  山　下　慶　弘 ㈱慶's

15 7:38  伊　藤　瑞　希 クラウン  横　田　吉　宏 ひらまつ病院  山　田　修　平 フリー  豊　山　　　良 榊　　原

16 7:46 ※加　藤　陽　輝 TOSHIN　Central  藤　田　大　地 富士ｽﾀｼﾞｱﾑ  桧　山　英一郎 レイク相模カントリークラブ  坂　下　竜　三 フリー

17 7:54  矢　形　和　也 フリー  和　田　延　之 花の木  井　口　卓　也 golf Foundation  奥　田　健　司 青山ゴルフ練習場

18 8:02 ※福　岡　逸　人 三　　好  髙　橋　慶　祐 ユニテックス  金　山　勝　利 藤　　原  松　浦　光　彦 三木の里ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

19 8:10  比　嘉　拓　也 TOSHIN  上　森　大　輔 城　　陽  管　尾　陽　佑 フリー  山　崎　壱　鉱 三　　鈴

20 8:18 ※倉　城　良　二 四日市  谷　口　　　僚 近鉄賢島  村　上　吉　夫 松　　永  宮　内　正　人 フリー

21 8:26  須　藤　　　光 ユナイテットサポート  松　井　一　浩 フリー  金　子　健　也 東名古屋  好　川　耕　司 長野京急

22 8:34  小　川　　　圭 富士可児  坂　田　俊　介 富士平原  原　田　大　介 フリー  髙　田　　　享 タートルエース

23 8:42  白　井　宣　行 ㈱KCS  紀　平　大　樹 ローモンド  秋　江　靖　雄 小萱ﾁｪﾘｰｸﾘｰｸ  仲　田　一　雄 フリー

24 8:50  渡　邊　権　人 ﾚｱｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  上　村　将　司 フリー  倉　敷　優　磨 青山ゴルフ練習場  リチャード・テイト 宝塚高原

25 8:58  大宜見　賢　人 フリー  伊　藤　修　司 i NEXT  大　橋　和　真 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ  出　石　幸　喜 ｺﾞﾙﾌﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ

26 9:06  都　間　克　則 月ヶ瀬  大　谷　俊　介 サンロイヤルＧＣ  飯　田  耕　正 フリー  小　川　　　厚 サンヒルズ

備考
１．※印は、アマチュアを示す。
２．本戦出場者は、１２名とする。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→カウントバック→くじ引きの順に決定する。
３．欠場者のあった場合は、組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、必ず事前に欠場届けを中部ゴルフ連盟（052-561-7972）へFAXすること。
　　なお、競技前日及び当日の場合は、三鈴カントリー倶楽部（059-371-1551）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。

平成２９年度（第４７回）中部オープンゴルフ選手権競技予選　第１予選会場 

組み合わせ並びにスタート時刻表

６月３０日 （金）

10番スタート

参加者人数：１０３名（アマ７名 プロ９６名）


	スタート表

