
参加者人数：117名（アマチュア14名、プロ103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 ※木田 正彦 名張CC 松浦 光彦 三木の里ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 上森 大輔 城陽CC

2 7:39 小林 克也 フリー 久保 光毅 鈴鹿CC 南 大樹 大阪ゴルフクラブ

3 7:48 ※諸岡 亮 EGC伊勢大鷲 武内 伸悟 オークモントGC 船津 良介 フリー 浦口 裕介 ゴルフフォーラムピコット

4 7:57 川口 雅晴 フリー 樫原 大貴 GOLFAS 吉桑 佑太 各務原CC 冨岡 宇翔 片山津GC

5 8:06 ※舟山 義則 グレイスヒルズCC 松浦 武史 奈良柳生CC 今本 雄大 パインレークゴルフクラブ 嶺岸 政秀 フリー

6 8:15 中川 しげる 名古屋ヒルズGC 平瀬 瑞規 CRC三重白山 仲田 一雄 フリー 森 祐紀 小野GC

7 8:24 ※今川 知也 三好CC 松田 高明 奈良柳生CC 福岡 大河 CRC白山ヴィレッジ 岩崎 亜久竜 フリー

8 8:33 権藤 紘太 ザ・トラディションGC 日高 裕貴 フリー 今井 陽介 R.E WORKS 田中 大心 広島CC

9 8:42 ※上村 大和 CRC三重フェニックス 吉田 隼人 イーグルポイントGC 小泉 正樹 フリー 奥田 晃一 スポーツプラザマツダ

10 8:51 篠 優希 フリー 山口 量 富士C可児C 白井 宣行 ㈱KCS 柳澤 誠司 やすらぎ介護

11 9:00 ※青山 禎達 名張CC 若原 亮太 フリー 伊丹 健二 大宮ゴルフコース 大野 由真 JOSCOM

12 9:09 安浦 一輝 阪奈カントリークラブ 森井 晶紀 よしのCC 河合 庄司 フリー 内山 大樹 浜名湖CC

13 9:18 ※西原 健二 片山津GC 岩崎 誠 玉川工産 安森 一貴 オータニ広尾カントリークラブ 崔 イサク フリー

14 9:27 櫻井 勝之 フリー 森 博貴 ヒップスタイルホールディングス 永橋 宏明 富士スタジアムGC 平川 晴朗 CRC白山ヴィレッジ

15 9:36 松田 聖司 大甲賀CC 荒井 陸 フリー 好川 耕司 長野京急CC 永田 真樹 越生ゴルフクラブ

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 ※山口 公彦 伊勢CC 光田 智輝 岐阜関CC 池見 和輝 フリー

17 7:39 ※東出 大雅 デイリー瑞浪CC 谷 大 フリー 奥 雅次 ETGA愛知 安田 賢史 オリムピックゴルフ倶楽部

18 7:48 ※岡村 芳伸 榊原GC 芦澤 宗臣 田辺カントリー倶楽部 宮下 稔 Basic One Golf 松本 浩 フリー

19 7:57 立花 亮 広島CC 平松 学 津CC 寺田 天我 フリー 三倉 誠生 TML

20 8:06 櫻井 隆輔 茨木 金原 丈也 フリー 岩渕 輝起 日進Gエトワス 小寺 健大 宝塚GC

21 8:15 前川 太治 大岡ゴルフクラブ 細田 尚孝 中森かいてき薬局 河合 和眞 CRC白山ヴィレッジ 和田 健太郎 フリー

22 8:24 ※石本 巧 ジャパンクラシックCC 大脇 僚哉 フリー 徳永 弘樹 サンヒルズCC 石徳 俊樹 広島CC

23 8:33 石川 元樹 フリー 梶村 夕貴 医療法人　聰宝会 小川 舜太 中日CC 田中 友教 ローモンドCC

24 8:42 ※冨田 耕一 タートルエースGC 上岡 信晴 賀茂CC 都間 克則 フリー 倉敷 優磨 青山G練習場(姫路)

25 8:51 松村 景太 淡路カントリークラブ 渋谷 晃太郎 フリー 山ノ口 章大 三甲GC京和 久志岡 亮 鷹の巣ゴルフクラブ

26 9:00 ※中山 智晴 JGAジュニア 松岡　 啓 アルビータ 高野 碧輝 フリー 和田 七星 エバーグリーンGC

27 9:09 岡村 了 平川カントリークラブ 工藤 潤 蓼科高原CC 林 祐生 フリー 白石 大和 ELECOM

28 9:18 ※高松 宏行 ジャパンクラシックCC 伊藤 洋 フリー 小川 将生 富士スタジアムGC 竹村 知也 ゴルフステージフリオ

29 9:27 島野 璃央 ㈱HOG 清水 正貴 大甲賀CC 篠田 和孝 ローモンドCC 新井 清貴 フリー

30 9:36 飯田 耕正 フリー 福原 翔太 (株)ケイ・ワイ・コーポレーション 熊 由樹也 吉川ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 井上 敬太 ザ・サイプレスゴルフクラブ

備考

2021年度（第50回）中部オープンゴルフ選手権競技　予選第一会場　
組み合わせ並びにスタート時刻表

6月16日 （水）

１．※印はアマチュアを示す。
２．本戦出場者は１０名とする。選出に当たりタイが生じた場合は、マッチング・スコアカード→くじ引きの順に決定する。
３．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。
４．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（ＦＡＸ ０５２－５６１－７９７２）へＦＡＸすること。
　なお、競技前日および当日の場合は、伊勢カントリークラブ（ＴＥＬ ０５９６－５８－４１４１）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。

於．伊勢カントリークラブ

中部ゴルフ連盟


	成績無

