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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 ※富　田　　　茂 愛　　知  黒　宮　幹　仁 フリー  大　谷　俊　介 サンロイヤル

2 7:38 ※杉　原　盛　秀 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ  川　野　裕　太 溝　　辺  中　村　優　真 フリー

3 7:46 ※園　田　正　文 東名古屋  川　口　徳　啓 法仙坊  川　合　典　孝 浜名湖  正　野　元　治 森林公園

4 7:54 ※山　村　憲　人 ライオンズ ※神　野　勝　美 南　　山  長　田　洋　志 ﾄｯﾌﾟﾗｳﾝｼﾞ  中　川　元　成 フリー

5 8:02 ※田　中　伸乃輔 平　　尾  飯　田　耕　正 フリー  磯　部　裕　平 岐阜国際  山　下　祐　矢 東名古屋

6 8:10 ※今　川　知　也 三　　好 ※斉　藤　　　亘 富士可児  宮　下　裕　章 富士平原  武　山　皓太郎 岐　　阜

7 8:18 ※野　崎　正　浩 東建多度  大　薮　高　正 フリー  山　田　耕　治 日興薬品(株)  木　下　康　平 TKUテレビ熊本

8 8:26 ※徳　田　隆　司 額　　田  山　田　裕　也 法仙坊  山　本　健太郎 フリー  小　川　哲　司 中仙道

9 8:34 ※早　川　知　明 岐　　阜  藤　田　大　地 富士ｽﾀｼﾞｱﾑ  山　口　将太郎 岐阜関  小　林　　　準 フリー

10 8:42 ※織　田　恒　郎 三重白山  秦　　　和　弘 フリー  池　上　憲士郎 ｾﾝﾄｸﾘｰｸ  伊　藤　正　己 明　　智

11 8:50 ※鈴　木　千　貴 ｻﾝ･ﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱ  西　方　友　将 ﾄｯﾌﾟﾗｳﾝｼﾞ  服　部　和　哉 フリー  今　井　基　光 ｾﾙﾌｲﾝﾄﾞｱ

12 8:58 ※山　田　忠　和 貞　　宝  新　本　兼　之 フリー  小　松　弘　和 日進ｺﾞﾙﾌｴﾄﾜｽ  松　原　幸　也 呉　　羽

13 9:06 ※福　岡　逸　人 三　　好  小　川　　　裕 TOSHIN　Central  笠　井　優　希 フリー  中　茎　哲　也 やまがた

14 9:14 ※高　木　章　好 東名古屋  原　田　大　介 フリー  里　　　祐太郎 東　　名  須　藤　　　光 BUL

15 9:22 ※藤　田　敏　和 愛　　知  山　﨑　壱　鉱 名古屋  花　岡　和　典 triple a出版  大　島　徹　也 フリー

16 9:30 ※水　野　啓　介 額　　田  三　木　龍　馬 武　　蔵  泉　　　雅　彦 ｾﾝﾁｭﾘｰﾊﾟｰｸ  竹　下　　　洋 鳴　　海

17 9:38 ※川　口　大八郎 南　　山  國　枝　泰　幸 フリー  出　原　数　生 みずなみ  小　浜　亮　二 新南愛知

18 9:46 ※加　納　康　史 東名古屋  伊　藤　瑞　希 クラウン  阿　部　達　徳 リオ西山  数　原　正　直 フリー

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

1 7:30 ※芝　原　秀　雄 貞　　宝  向　　　央　介 リオ西山  藤　井　智　啓 フリー

2 7:38 ※加　藤　陽　輝 明　　智  好　川　耕　司 長野京急  若　杉　和　浩 みずなみ  出水田　大二郎 フリー

3 7:46 ※渡　辺　龍ノ介 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ瑞浪  小　田　秀　明 中仙道  牧　野　充　宏 南　　山  渡　邊　権　人 ﾚｱｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

4 7:54 ※阪　野　智　久 ライオンズ ※伊　藤　夏　樹 大樹旭  工　藤　　　潤 蓼科高原  早　川　佳　智 日進ｺﾞﾙﾌｴﾄﾜｽ

5 8:02 ※窪　田　　　徹 愛　　知  加　藤　晶　彦 ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ  坂　井　慎之介 三　　鈴  松　本　　　浩 六　　甲

6 8:10 ※小　澤　晋一郎 貞　　宝 ※原　田　英　明 瑞　　陵  宮　原　雅　人 名古屋  谷　　　　　大 フリー

7 8:18 ※堀　部　隆　生 明　　智  請　井　亮　太 レイク浜松  牛　田　育　郎 キャッスルヒル  荒　木　大　介 (株)ルバンシュ

8 8:26 ※西　口　道　明 東名古屋  阿　部　裕　樹 フリー  中　村　興　市 ㈱SKｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  藤　田　勝　浩 白　　山

9 8:34 ※中　村　有　伺 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ  垂　木　隆　明 ボブワールド  山　田　好　美 フリー  柴　田　健太郎 森林公園

10 8:42 ※平　田　義　勝 南　　山  竹　内　寿　文 フリー  鈴　木　一　成 メナード  樋　原　徳　貴 ステータス

11 8:50 ※川奈野　勝　利 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ  松　尾　　　昇 ｾﾝﾁｭﾘｰﾊﾟｰｸ  堀之内　　　豊 フリー  鈴　木　康　正 呉　　羽

12 8:58 ※小　澤　亮太郎 貞　　宝  石　原　康　嗣 ﾃｨｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ  木　下　大　海 フリー  深　堀　昌　之 松田自動車整備工場

13 9:06 ※金　本　湧　謙 ライオンズ  近　藤　雅　大 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ  小　池　康　弘 いなさＧＣ  加　藤　陽二朗 パインズ

14 9:14 ※峠　　　丈　翔 富士可児  松　木　宏　悦 フリー  真　野　裕　喜 愛　　岐  坂　井　優　之 法仙坊

15 9:22 ※鈴　木　滉　世 豊　　田  矢　形　和　也 ｴｲﾄｾﾌﾞﾝ  加　藤　慶　輔 ｹｲｽｹｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ  林　　　拓　希 知　　覧

16 9:30 ※大　澤　祐　治 いわむら  朝　隈　勝　己 太平洋有馬  林　　　栄　作 Ｅﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ  箕　浦　利　充 東名古屋

17 9:38 ※村　上　幸　成 さくら  和　田　健太郎 フリー  野　村　章　太 鳴　　海  錦　見　健　司 幸田グリーン

18 9:46 ※岩　田　慶　太 やまがた  橋　口　浩　一 国　　際  中　莖　雄　大 富士平原  木　下　芳　彦 各務原

備考
１．※印は、アマチュアを示す。
２．本戦出場者は、１９名とする。選出にあたりタイが生じた場合は、マッチング・スコアカードにより決定する。
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、南山カントリークラブ（0565-42-1111）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２７年度（第４５回）中部オープンゴルフ選手権競技　予選第２会場 

組み合わせ並びにスタート時刻表

７月１０日 （金） 参加者人数：１４１名(※印４０名　無印１０１名） 於．南山カントリークラブ

 中部ゴルフ連盟


