
 中部ゴルフ連盟

18H.S 於．新南愛知カントリークラブ

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 ※永　井　直　樹 緑ヶ丘  宮　原　雅　人 名古屋  渡　辺　雄　太 コンプレックス  竹　内　寿　樹 フリー

2 7:39 ※加　古　嘉　助 桑　　名  横　田　良　一 フリー  山　下　祐　矢 京　　和  赤　石　享　大 赤城カントリー倶楽部

3 7:48 ※神　野　勝　美 南　　山  小　島　謙太郎 日　　光  山　田　智　己 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ  磯　部　勇　兵 フリー

4 7:57 ※浅　野　公　造 三　　好  森　　　博　貴 富士エースゴルフ倶楽部  櫛　山　卓　哉 フリー  武　山　皓太郎 岐　　阜

5 8:06 ※大　川　功　起 東名古屋  垂　木　隆　明 フリー  座　馬　直　隆 大畑ｺﾞﾙﾌ道場  矢　野　晶　士 豊公橋ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

6 8:15 ※大　脇　僚　哉 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ  安　富　　　慎 京　　和  荒　木　大　介 フリー  遠　藤　正　人 ㈱芹沢ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

7 8:24 ※渡　辺　龍ノ介 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪  工　藤　　　潤 蓼科高原  正　野　元　治 森林公園  阿　部　裕　樹 フリー

8 8:33 ※杉　原　盛　秀 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ  勝　亦　悠　斗 朝　　霧  黒　宮　幹　仁 フリー  中　西　直　人 ISPS

9 8:42 ※富　田　　　茂 名古屋  和　田　健太郎 フリー  竹　下　　　遼 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ  川　瀬　翔　也 岐阜関

10 8:51 ※浦　山　久与史 新南愛知  藤　井　智　啓 フリー  山　本　隆　允 福岡雷山  小　林　克　也 武　　蔵

11 9:00 ※長谷川　　　隆 富士伊勢大鷲  佐　藤　祐　希 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ  久志岡　俊　海 戸　　塚  伊　藤　　　洋 フリー

12 9:09 ※古　市　将　都 各務原  坂　井　慎之介 三　　鈴  新　田あきひろ フリー  森　井　晶　紀 よしのカントリー倶楽部

13 9:18 ※川　口　大八郎 南　　山  井　垣　璃　玖 フリー  山　崎　仁　誉 平　　尾  今　井　基　光 ｾﾙﾌ・ｲﾝﾄﾞｱ

14 9:27 ※杉　浦　成　亮 あららぎ  川　口　徳　啓 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ  阿　部　達　徳 リオ西山  大田和　桂　介 麻　　倉

15 9:36 ※光　部　　　集 新　　城  伊　藤　有　志 フリー  糸　永　達　司 ジャパンPGA  数　原　正　直 フリー

16 9:45 ※松　下　有　希 中部日本パブ  奥　村　拓　海 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ  小　林　　　準 富　　嶽  齊　藤　拳　汰 フリー

17 9:54 ※藤　田　敏　和 愛　　知  杉　山　知　靖 レイクウッド  前　川　太　治 フリー  山　田　裕　也 法仙坊

18 10:03  青　山　　　誠 富士可児  竹　内　寿　文 フリー  竹下洋クリシナ ｾﾝﾄｸﾘｰｸ  小斉平　優　和 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

19 7:30 ※高　橋　周　平 東　　海  横　井　　　剛 フリー  里　　　祐太郎 東　　名  谷　　　　　大 フリー

20 7:39 ※高　木　一　好 半　　田  藤　島　晴　雄 進電グループ  雨　宮　一　輝 フリー  土　山　　　智 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ

21 7:48 ※藤　田　輝　人 中部日本パブ  國　枝　泰　幸 フリー  手　塚　周　作 伊藤製菓  牧　野　充　宏 南　　山

22 7:57 ※新　美　金之介 愛　　知  森　本　康　正 ハンズゴルフクラブ  山　藤　総　悟 フリー  金　子　庸　介 平　　尾

23 8:06 ※伊　藤　功　巳 関ヶ原  小　池　秀　夫 フリー  小　浜　亮　二 平　　尾  寺　田　天　我 ＢＯＮＤ　ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ

24 8:15 ※荒　川　義　治 新　　城  竹　内　大　貴 新南愛知  簑　口　武　司 フリー  大　塚　智　之 三芳病院

25 8:24 ※櫻　井　カハラ 中部日本パブ  三　木　龍　馬 武　　蔵  田　中　悠　介 岐阜関  青　木　康　高 フリー

26 8:33 ※浅　井　大　和 富士伊勢大鷲  芦　川　正　敏 横浜ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ  伊　波　宏　隆 茨　　木  木　下　大　海 フリー

27 8:42 ※安　藤　泰　秀 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ  癸生川　喜　弘 麻　　生  永　野　敦　朗 フリー  藤　島　征　次 ﾛｲｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

28 8:51 ※佐　川　元　規 緑ヶ丘  阿　部　剛　丈 フリー  寺　西　　　大 三　　鈴  向　　　央　介 リオ西山

29 9:00 ※鈴　木　　　心 名　　倉  岡　崎　　　錬 チームセリザワ  石　渡　和　輝 フリー  松　田　聖　司 那智勝浦ゴルフ倶楽部

30 9:09  矢　野　雄　己 富士可児  坂　井　優　之 法仙坊  田　中　泰　芽 フリー  大　川　詩　穏 フリー

31 9:18 ※澤　田　　　勉 春日井  池　上　憲士郎 フリー  篠　　　優　希 日本ｳｪﾙﾈｽ大  新　長　隆　弘 フリー

32 9:27 ※関　戸　治　朗 名古屋  大　野　由　真 Ｐｈｏｅｎｉｘ　Ｔｅｃｈ　Ｊａｐａｎ  大　平　　　薫 フリー  川　合　典　孝 浜名湖

33 9:36 ※矢　田　朋　浩 新南愛知  髙　橋　宝　将 フリー  竹　中　智　哉 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ  星　野　将　宏 ｲﾝﾀｰｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ

34 9:45 ※阿　部　陽一郎 瑞　　陵  保　田　和　貴 フリー  千　葉　晃　太 小　　樽  遠　藤　　　真 御殿場WEST

35 9:54 ※鈴　木　智　大 東名古屋  土　肥　将　英 セントラルグリーンゴルフパーク  服部リチャード フリー  柴　田　健太郎 森林公園

36 10:03 ※三　浦　英　夫 ぎふ美濃  戸　谷 　剛　士 竜泉寺  弓　削　淳　詩 吉川ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部  斉　藤　　　亘 フリー

備考
１．※印は、アマチュアを示す。
２．本戦出場者は、１８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」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、新南愛知カントリークラブ（０５６９-８８-５５２２）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　第２予選会場 

組み合わせ並びにスタート時刻表

７月７日 （金） 参加者人数：１４４名（アマ３４名 プロ１１０名）

10番スタート


	スタート表

