
参加者人数：120名

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 岩崎 裕斗 中部学連 秋保 大輔 名古屋グリーンCC 石垣 敢大 JGAジュニア 寺田 麗紅斗 CRC白山ヴィレッジ

2 7:39 松山 茉生 グリーンヒル瑞浪GC 岩井 悠真 さくらCC 続木 達也 ぎふ美濃GC 一江 優希 ニューキャピタルGC

3 7:48 藤井 広文 桑名CC 山川 斗夢 JGAジュニア 大橋 元 中仙道GC 吉川 翔都 芦原GC

4 7:57 調所 寛 スリーレイクスCC 東野 雄樹 加賀CC 益田 航 JGAジュニア 奥田 智也 新城CC

5 8:06 三尾 秀也 山岡CC 服部 雅也 中部学連 小野 祐次郎 貞宝CC 長谷川 貴優 グリーンヒル関GC

6 8:15 髙野 和也 芦原GC 上田 崇宏 関ヶ原CC 永田 智之 JGAジュニア 蓮沼 謙一 白山CC

7 8:24 増田 雄飛 鈴峰GC 小出 直哉 貞宝CC 橋本 拓真 ぎふ美濃GC 新井 龍紀 JGAジュニア

8 8:33 棚町 駿 中部学連 藤田 悠太郎 名阪チサンCC 榊原 吉規 知多CC 高宮 千聖 芦原GC

9 8:42 伊与 翼 加賀セントラルGC 纐纈 瑠綺也 明智GC 倉田 順一 新城CC 清水 大翔 JGAジュニア

10 8:51 山田 翔央 ニューキャピタルGC 酒井 遼也 JGAジュニア 直江 太志 貞宝CC 藤田 輝人 中部学連

11 9:00 冨田 耕一 タートルエースGC 田中 翔 鈴鹿CC 乙部 竜翔 JGAジュニア 神谷 敬行 クラウンCC

12 9:09 児島 達之 春日井CC 坂口 諒馬 ぎふ美濃GC 鈴木 千貴 サン・ベルグラビアCC 田中 伸乃輔 平尾CC

13 9:18 森 虹陽 JGAジュニア 松下 有希 大山カメリアCC 冨田 幸暉 中部学連 金城 五貴 中部日本パブ

14 9:27 梅田 恭生 芦原GC 村瀬 豪晟 名倉CC 椎名 将大 四日市の里GC 林 晃誠 JGAジュニア

15 9:36 櫻井 成翔 JGAジュニア 廣瀬 淳一 中部国際GC 吉田 空雅 東名古屋CC 荒木 義和 リオフジワラCC

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

16 7:30 辻 泰三 東海CC 林 愛翔 加茂GC 丹羽 悠太 JGAジュニア 水野 徳之 東濃CC

17 7:39 須藤 大和 名倉CC 関 淳悟 ローモンドCC 平澤 海翔 ぎふ美濃GC 石崎 隼大 中部学連

18 7:48 石垣 珠侑 JGAジュニア 青山 晃大 中部日本パブ 山村 憲人 ライオンズGC 澤田 新 加賀CC

19 7:57 福岡 逸人 三好CC 杉浦 悠太 ぎふ美濃GC 湯原 光 岐阜国際CC 松山 怜生 JGAジュニア

20 8:06 清田 雄大 東海CC 上田 翔太 JGAジュニア 藤本 竜之進 平尾CC 増田 和茂 タートルエースGC

21 8:15 後藤 輝 中部学連 福山 功太 芦原GC 伊藤 雅和 新南愛知CC 髙橋 太陽 CRC白山ヴィレッジ

22 8:24 川井 陽太 JGAジュニア 東出 大雅 デイリー瑞浪CC 久田 弘始 呉羽CC 水田 竜昇 富士C可児C

23 8:33 近藤 港 ぎふ美濃GC 杉浦 成亮 あららぎCC 梅田 昂暉 JGAジュニア 牧野 祥大 スリーレイクスCC

24 8:42 伊藤 明 新南愛知CC 松井 諒哉 JGAジュニア 金川 雄斗 中部学連 沖野 幸一 能登CC

25 8:51 阿部 謙成 JGAジュニア 近藤 勝則 半田GL 西川 良太 金沢CC 峰澤 碩志 額田GC

26 9:00 安田 義広 立山CC 青木 悠喜 芦原GC 山本 幸広 名古屋グリーンCC 松岡 龍希 ぎふ美濃GC

27 9:09 清本 宗浩 松阪CC 菱田 健斗 東海CC 見﨑 和也 品野台CC 橋本 拓英 JGAジュニア

28 9:18 奥村 博之 八尾CC 水谷 拓慎 JGAジュニア 織井 昭汰 信州伊那国際GC 木本 大志 中部学連

29 9:27 早川 直希 スリーレイクスCC 土肥 龍星 フクイCC 永田 丞 ぎふ美濃GC 鈴木 滉世 豊田CC

30 9:36 城野 寛登 ナガシマCC 伴 俊希 中部学連 山口 大騎 JGAジュニア 黒田 智之 岐阜県連

備考

2021年度（第53回）中部アマチュアゴルフ選手権競技

組み合わせ並びにスタート時刻表

5月25日 （火）

１．３６ホールを終わり上位８０位タイまでの者が第３ラウンドに進出する。
２．本競技の上位１８名は、６月２９日（火）～7月２日（金）に茨城県の大利根カントリークラブ西コースで開催される日本アマチュアゴルフ選手権競技に出場できる。
　選出に当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→くじ引きの順で決定す
る。ナショナルチームメンバーが割当数に入った場合、辞退者が出た際は次位の者を繰り上げる。（シード選手は別枠としない）
３．本競技の上位３０名は、７月１３日（火）～１５日（木）に愛知県の名古屋ゴルフ倶楽部で開催される中部オープンゴルフ選手権競技に出場できる。
４．欠場者が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。
５．病気、事故等のため参加を取り止める場合は、必ず事前に所属倶楽部を通じて、「欠場届」を中部ゴルフ連盟（０５２－５６１－７９７２）へＦＡＸすること。
　なお、競技前日および当日の場合は、富士カントリー可児クラブ（ＴＥＬ ０５７４－６４－１１１１）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。

第１日

於．富士カントリー可児クラブ(志野コース)

中部ゴルフ連盟


	第1日目スタート表

