
平成２５年度（第４３回）

プロ　　１１９名

１８H．S アマ　　　３１名

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 *金　子　健　也 中部学連  木　下　芳　彦 各務原  花　岡　和　典 フリー  宮　本　貴　之 日興ＧＣ　ＣＵＥ

2 7:38 *横　井　優　星 中部日本ﾊﾟﾌﾞ  鈴　木　一　成 メナード  中　川　しげる 名古屋ﾋﾙｽﾞ  山　田　又　吉 ゴルフガレッジ

3 7:46 *寺　田　紅黎斗 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ  岸　本　翔　太 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ関  日比野　斉　孝 ボゥヴェール  小　野　信　明 フリー

4 7:54  安　達　正　人 三　　好  米　山　永　力 片山津  横　山　　　崇 タートルエース  江　﨑　大　樹 フリー

5 8:02  武　山　皓太郎 岐　　阜  竹　内　　　廉 チェリーレイク  金　原　原　碩 フリー  小　池　康　弘 いなさＧＣ

6 8:10  山ノ口　章　大 京　　和  六　峰　　　武 三　　鈴  坂　本　篤　正 ローモンド  柴　田　　　猛 フリー

7 8:18  小　島　亮　太 明　　智  髙　田　　　享 タートルエース  工　藤　辰　成 フリー  柴　田　健太郎 フリー

8 8:26  林　　　丈　晴 知　　多  小　島　大　輝 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ  中　村　龍　明 ｼﾞｬｯｸ･ﾆｸﾗｳｽ  久　保　　　圭 (有)神栄総合ｻｰﾋﾞｽ

9 8:34  権　藤　紘　太 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ  伊　藤　元　気 愛　　知  入　江　龍　馬 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ  尾　崎　智　勇 サンメディナ

10 8:42  由　岐　知　平 愛　　知  辻　村　暢　大 富士伊勢大鷲  奥　　　智　将 フリー  山　本　健太郎 フリー

11 8:50 *織　田　信　亮 芦　　原  佐　藤　智　宏 愛　　岐  手　塚　周　作 伊藤製菓

12 8:58 *坂　井　優　之 中部学連  小　山　哲　矢 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ  秋　江　靖　雄 富士御嵩花ﾄﾋﾟｱ  青　山　浩　嗣 スエヒロ産業

13 9:06 *中　山　絹　也 リオフジワラ  齋　藤　　　潤 岐阜関  金　井　泰　司 １４ヒルズ  細　田　尚　孝 フリー

14 9:14 *伊　藤　有　志 ローモンド  牧　野　充　宏 南　　山  福　田　寿　和 青山高原  松　木　宏　悦 Ｆ１ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

15 9:22 *竹　内　玲　雄 中部日本パブ  山　内　拓　也 ぎふ美濃  鎌　仲　　　悟 名　　四  山　田　裕　一 新　　陽

16 9:30 *木　村　太　一 三重白山  中　茎　哲　也 やまがた  大　島　靖　生 (株)大島電気工事  矢　形　和　也 松和開発

17 9:38 *楳　山　優　真 富士可児  浦　口　裕　介 嬉　　野  井　上　和　也 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ  三　浦　大　志 フリー

18 9:46 *岩　渕　隆　作 中部ジュニア  中　川　元　成 ﾆｭｰｷｬﾋﾟﾀﾙ  野　波　弘　一 ローモンド  山　田　耕　治 日興薬品(株)

19 9:54 *藤　堂　　　学 金沢Ｃ  若　杉　和　浩 みずなみ  岡　島　功　史 フリー  工　藤　　　潤 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

1 7:30 *稲　川　鉄　心 大　　垣  杉　浦　啓　吾 み　　と  谷　岡　達　弥 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ  平　井　伸　泰 フリー

2 7:38 *川　瀬　翔　也 中部学連  宮　崎　浩　二 ぎふ美濃  田　中　勝　也 三　　鈴  梶　本　康太郎 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ春日井

3 7:46 *木　村　祐　介 鈴　　鹿  近　藤　啓　介 南　　山  紀　平　大　樹 ローモンド  溝　口　英　二 フリー

4 7:54 *小木曽　　　喬 富士可児  杉　山　直　也 メナード  奥　村　圭　介 花の木  金　山　勝　利 藤　　原

5 8:02 *田　中　悠　太 加　　賀  富　田　雅　哉 瑞　　陵  宗　次　弘　章 フリー  中　村　匡　志 ズバット

6 8:10 *藤　田　大　地 中部学連  河　合　　　貢 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ  西　方　友　将 フリー  白　倉　渉　平 ゴルフカローレ

7 8:18 *白　石　大　和 名　　倉  山　崎　仁　誉 平　　尾  山　本　昭　一 養　　老  三　好　正　展 冨士ﾚｲｸｻｲﾄﾞ

8 8:26 *宮　原　雅　人 瑞浪高原  真　野　裕　喜 愛　　岐  中　村　忠　夫 金沢Ｃ  神　谷　英　夫 フリー

9 8:34 *木　下　大　海 山　　岡  立　石　知　大 知　　多  三日月　良　之 谷　　汲  矢　澤　直　樹 ﾄﾞﾘｰﾑｼｮｯﾄGC

10 8:42 *杉　原　盛　秀 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ  山　口　　　量 岐阜関  佐　々　悦　彦 近鉄賢島  沢　田　　　尚 ﾏｰｼﾌﾙﾊｰﾄ

11 8:50 *須　田　繁　之 ぎふ美濃  三　品　貴　泰 法仙坊  山　本　利　技 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸ

12 8:58 *新　長　隆　弘 小　　松  斉　藤　智　洋 ﾆｭｰｷｬﾋﾟﾀﾙ  長谷川　俊　行 ローモンド  島　田　正　士 ３６５ＧＣ

13 9:06 *金　原　丈　也 中部日本ﾊﾟﾌﾞ  佐　橋　寿　樹 みずなみ  西　原　健　太 伊　　勢  荒　木　東海男 S･Kｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ

14 9:14 *伊　藤　奨　真 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ  豊　田　邦　裕 森林公園  小　川　哲　広 富士可児  難　波　健太朗 フリー

15 9:22 *小野田　享　也 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖  近　藤　雅　大 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ  鈴　木　康　正 呉　　羽  服　部　直　樹 フリー

16 9:30 *金　子　直　矢 福井県協  岸　本　拓　也 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪  清　水　正　貴 タートルエース  安　藤　寿　晃 名南ＣＣ

17 9:38 *関　　　淳　悟 ローモンド  伊　藤　善　則 花の木  中　村　有　伺 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ  大　島　大　輔 フリー

18 9:46 *岡　崎　　　錬 中部日本パブ  土　山　　　智 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ  三　嶽　公　治 環境保全(株)  比　嘉　拓　也 フリー

19 9:54 *作　田　大　地 片山津  野　嵜　　　朗 南　　山  新　本　兼　之 (株)婦中重機  大　藪　高　正 フリー

備考 １．＊印は、アマチュアを示す｡

２．本競技の上位２名までは、１０月１７日(木）～１０月２０日(日）に茨城県の茨城ゴルフ倶楽部(東コース）で開催される日本オープンゴルフ選手権競技に出場できる。

　　選出にあたりタイが生じた場合は、最終ラウンドスコアにより決定する。最終ラウンドスコアもタイが生じた場合は、最終ラウンドスコアのマッチング・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、朱鷺の台カントリークラブ（0767-27-1121）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．決勝ラウンドへは、８０位タイまでとする。

１番スタート

１０番スタート

中 部 ゴ ル フ 連 盟

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

第２日

参加者
９月５日(木) 於．朱鷺の台カントリークラブ(眉丈台コース）


