
18H.S 於．四日市カンツリー倶楽部

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 8:00  山　﨑　壱　鉱 名古屋  安　尾　圭　太 ＵＴＢゴルフスタジオ  松　井　一　浩 フリー

2 8:08  河　田　晋　平 フリー  松　本　　　浩 六　　甲  谷　口　力　也 篠山GC  佐　々　悦　彦 近鉄賢島

3 8:16 ※信　田　風　樹 中部日本パブ  田　口　　　寛 福岡ｾﾝﾁｭﾘｰｺﾞﾙﾌ倶楽部  渡　邊　篤　司 阿　　山  数　原　正　直 フリー

4 8:24  松　原　幸　也 呉　　羽  松　本　祐　希 榊　　原  小　西　雄　介 ｾﾝﾁｭﾘｰｼｶﾞ  野　村　泰　将 桑　　名

5 8:32 ※中　村　寛　亮 鈴　　鹿  奥　村　拓　海 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ  野　村　章　太 鳴　　海  秦　　　和　弘 フリー

6 8:40  樫　原　大　貴 マダムＪゴルフ倶楽部  川　合　典　孝 浜名湖  上　村　将　司 フリー  伊　藤　善　則 花の木

7 8:48 ※青　山　禎　達 名　　張  権　藤　紘　太 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ  矢　形　和　也 フリー  奥　田　晃　一 ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞﾏﾂﾀﾞ

8 8:56  寺　田　天　我 フリー  紀　平　大　樹 ローモンド  服部リチャード ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾂﾘｰ  小　浜　亮　二 新南愛知

9 9:04 ※北　添　海　翔 名阪チサン  山　口　　　量 Zodia  山　田　修　平 フリー  田　保　龍　一 ｵｰｸﾓﾝﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

10 9:12  竹下洋クリシナ ｾﾝﾄｸﾘｰｸ  田　中　泰　芽 フリー  毛　利　信　将 プリンセスゴルフガーデン  倉　敷　優　磨 青山ゴルフ練習場

11 9:20 ※杉　野　幸　博 法仙坊  新　長　隆　弘 フリー  原　　　朋　希 ゴルフプラザイセサキ  山　内　寿　晃 愛宕原ゴルフ倶楽部

12 9:28  竹　下　　　遼 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ  三　島　武　蔵 後楽ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ  青　木　康　高 司菊水ゴルフクラブ  伊　藤　　　洋 フリー

13 9:36 ※浅　野　公　造 三　　好  山　本　大　貴 フリー  赤　石　享　大 赤城カントリー倶楽部  弘　井　太　郎 kochi黒潮CC

14 9:44  山　口　　　平 ﾌｪﾆｯｸｽｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ  江　﨑　大　樹 フリー  武　内　伸　悟 ｵｰｸﾓﾝﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ  髙　田　　　享 タートルエース

15 9：52  弓　削　淳　詩 吉川ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部  田　中　悠　介 岐阜関  神　谷　英　夫 フリー  石　渡　和　輝 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

16 8:00  伊　藤　慎　吾 ジャパンメモリアルＧＣ  小　林　克　也 武　　蔵  中　茎　哲　也 やまがた

17 8:08  川　瀬　翔　也 岐阜関  森　　　雄　貴 グレイスヒルズ  宮　本　貴　之 日興ＧＣ　ＣＵＥ  山　田　裕　也 法仙坊

18 8:16  竹　内　大　貴 新南愛知  谷　口　　　僚 近鉄賢島  竹　村　知　也 名神栗東ｶﾝﾄﾘｰ  宮　垣　健　司 KCS㈱

19 8:24 ※貝　沼　　　悟 四日市  永　橋　宏　明 富士スタジアムゴルフ倶楽部  橋　本　真　和 ｺﾞﾙﾌ5ｶﾝﾄﾘｰ四日市ｺｰｽ  加　藤　晶　彦 ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ

20 8:32  青　山　　　剛 太子CC  三　木　龍　馬 武　　蔵  渡　邊　　　康 ㈱ヒカリ  山　中　慎　志 フリー

21 8:40 ※江　藤　豊　年 鈴　　鹿  益　田　直　明 タラオCC  加　藤　龍太郎 フリー  桧　山　英一郎 レイク相模カントリークラブ

22 8:48  矢　野　晶　士 豊公橋ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ  好　川　耕　司 長野京急  伊　藤　修　司 GOLＦ　STUDIO　POLISTYLE  奥　　　雅　次 フリー

23 8:56 ※近　藤　正　樹 三　　重  森　　　博　貴 富士エースゴルフ倶楽部  福　廣　隼　人 スポーツプラザマツダ  清　水　正　貴 大甲賀CC

24 9:04  里　　　祐太郎 東　　名  出　石　幸　喜 ｺﾞﾙﾌﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ  森　井　晶　紀 よしのカントリー倶楽部  瀧　瀬　　　誠 恒徳化成

25 9:12 ※冨　田　雄　貴 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ  林　　　栄　作 Ｅ-ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ  田　中　一　輝 ｵｰｸﾓﾝﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ  長　田　洋　志 ﾄｯﾌﾟﾗｳﾝｼﾞ

26 9:20  和　田　延　之 花の木  岸　本　拓　也 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪  早　川　佳　智 日進ｺﾞﾙﾌｴﾄﾜｽ

27 9:28 ※岩　渕　輝　起 名　　倉  高　倉　昇　士 グレイスヒルズ  橋　本　龍　位 フリー  川　澄　尚　太 山陽ｺﾞﾙﾌ倶楽部

28 9:36  松　田　聖　司 那智勝浦  田　中　友　教 ローモンド  加　古　貴　昭 名　　四  谷　　　　　大 フリー

29 9:44 ※大　川　功　起 東名古屋  新　田あきひろ 真庭カンツリークラブ  松　浦　光　彦 三木の里ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ  長　尾　仁　志 フリー

備考
１．※印は、アマチュアを示す。
２．本戦出場者は、１５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、必ず事前に所属事務所を通じて中部ゴルフ連盟（052-586-1345）へ連絡すること。
　　なお、競技当日の場合は、四日市カンツリー倶楽部（059-337-1111）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２８年度（第４６回）中部オープンゴルフ選手権競技　第１予選会場 

組み合わせ並びにスタート時刻表

７月１日 （金）

10番スタート

参加者人数：１１３名（アマ１２名 プロ１０１名）

 中部ゴルフ連盟


