
参加者人数：120名（アマチュア31名、プロ89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 ※小竹 遼河 中部日本パブ ※中川 瑛太 岐阜国際CC 茶谷 考輝 フリー 千葉 晃太 フリー

2 7:39 ※古市 将都 各務原CC 川島 虎之介 セントクリークGC 酒井 秀崇 小野GC 牧 司 フリー

3 7:48 ※新垣 浩 知多CC 手塚 周作 伊藤製菓 山崎 壱鉱 フリー 伊藤 善則 花の木GC

4 7:57 ※山田 忠和 貞宝CC 武山 皓太郎 岐阜CC 阿部 達徳 リオ西山 浅井 康弘 インペリアルウイング

5 8:06 ※鈴木 光夫 信州伊那国際GC 藤田 尚人 フリー 豊田 邦裕 WF森林公園 小西 奨太 小樽CC

6 8:15 ※原田 英明 瑞陵GC 坂井 允誌 法仙坊GC 若尾 翼 愛岐CC 鎌田 幸市 フリー

7 8:24 ※木村 太一 四日市CC 山本 昭一 養老CC 朝倉 駿 フリー 井出 努 わかさCC

8 8:33 ※澤田 匠吾 名倉CC 伊藤 正己 明智GC 横田 良一 フリー 堀口 徹 ティーチングスタッフ

9 8:42 ※伊藤 刻矢 ローモンドCC 江崎 大樹 越前CC 竹下 遼 セントクリークGC 纐纈 悠太 法仙坊GC

10 8:51 ※山本 千優 デイリー瑞浪CC 上田 敦士 フリー 松山 裕行 瀬古ロイヤルGガーデン 度会 悠臣 岐阜関CC

11 9:00 ※村見 双汰 中部日本パブ 安達 大空 東建多度CC 向 央介 リオ西山 近藤 大暉 竜泉寺G

12 9:09 ※櫻井 成翔 JGAジュニア 竹内 玲雄 青山高原CC 菊一 利彦 フリー 藤田 大地 RIZAP GOLF

13 9:18 ※澤田 勉 春日井CC 淺井 勇志 小杉CC 峠 丈翔 法仙坊GC 青山 誠 ＪＥＭＴＣ

14 9:27 ※佐藤 正毅 ローモンドCC 正野 元治 GL 水町 洵 フリー 松尾 昇 センチュリーパークG

15 9:36 ※深川 雅央 東名古屋CC 加藤 勇希 霞ヶ関CC 由岐 知平 愛知CC 清水 政志 創造堂

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 ※下田 航大 瑞浪高原GC 佐野 琢朗 霞ヶ関CC 宮崎 浩二 ぎふ美濃GC 松原 大輔 フリー

17 7:39 ※政岡 悟 岐阜国際CC 西 泰樹 東建多度CC 毛利 星蒔 フリー 小松 弘和 Basic One Golf

18 7:48 ※本田 頼平 デイリー瑞浪CC 加藤 陽輝 フリー 奥田 宗一郎 瑞陵GC 中村 匠汰 島ヶ原CC

19 7:57 ※橋本 潤 ローモンドCC 林 千尋 春日井グリーンG 小野 信明 フリー 岩本 一陽 霞ヶ関CC

20 8:06 ※富田 茂 名古屋GC 大西 魁斗 フリー 新井 隆一 東建多度CC 須藤 光 ゼット工業㈱

21 8:15 ※芝原 秀雄 貞宝CC 土山 智 セントクリークGC 佐橋 寿樹 GOLF５CみずなみC 岩渕 隆作 フリー

22 8:24 ※石田 剛士 いわむらCC 坂井 槙之介 フリー 池川 真人 ZERO GOLF 小浜 亮二 平尾CC

23 8:33 ※関戸 治朗 名古屋GC 大川 功起 豊公橋GC 湯本 開史 アントシャス 高橋 秀昌 瑞浪高原GC

24 8:42 ※高津佐 琉斗 JGAジュニア 小島 亮太 明智GC 山田 耕治 トヨタセントラルG 呉 司聡 フリー

25 8:51 ※髙坂 信一郎 中部日本パブ 中莖 雄大 フリー 若杉 和浩 GOLF５CみずなみC 牧野 充宏 南山CC

26 9:00 ※塚田 大雅 いわむらCC 阪本 烈 愛岐CC 永野 敦朗 フリー 毛利 信将 プリンセスGガーデン

27 9:09 ※服部 泰 名古屋GC 橋口 浩一 Basic One Golf 小山 哲矢 セントクリークGC 森山 修久 フリー

28 9:18 ※大岩 正和 知多CC 池田 崇宏 越前CC 小田 将吾 フリー 松井 弘樹 我孫子GC

29 9:27 ※丹羽 佑介 南山CC 藤井 智啓 フリー 寺岡 颯太 霞ヶ関CC 山崎 仁誉 平尾CC

30 9:36 ※一江 優希 ニューキャピタルGC 門田 健太郎 岐阜関CC 早川 佳智 日進Gエトワス 大薮 高正 フリー

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２会場
組み合わせ並びにスタート時刻表

6月23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、春日井カントリークラブ（ＴＥＬ ０５６８－８８－０５５５）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．春日井カントリークラブ(東コース)

中部ゴルフ連盟


	成績無

