
参加者人数：114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 〇 星野 良博 平尾CC ● 伊里 裕治 愛知CC 中茎 哲也 やまがたGC美山

2 7:39 〇 河合 聡一郎 新城CC ● 小山 恭弘 富士C可児C 小林 延宏 岐阜羽島ゴルフクラブ 牧野 秀一 桑名CC

3 7:48 〇 土本 肇 いわむらCC ● 青木 清治 鈴峰GC 喜多 翔一 島ヶ原CC ※ 中村 彰男 フリー

4 7:57 〇 石本 巧 ジャパンクラシックCC ● 杉山 崇 愛岐CC 小川 哲広 富士C可児C 並木 一雄 浜名湖CC

5 8:06 〇 来山 健一 平尾CC ● 中村 寛 加茂GC 浅井 幸男 ゴルDoki ※ 児玉 年且 葵CC

6 8:15 〇 山村 憲人 ライオンズGC ● 大橋 健一 富士C可児C 梶川 武志 KKGA 伊藤 嘉浩 フリー

7 8:24 〇 木村 洋 グレイスヒルズCC ● 小澤 啓二 岐阜関CC 山本 昭一 養老CC ※ 尾崎 智勇 HOMEX

8 8:33 〇 児島 達之 春日井CC ● 武山 安徳 明世CC 神谷 英夫 フリー 沢田 尚 マーシフルハート

9 8:42 〇 倉田 順一 新城CC ● 田中 康光 タートルエースGC 奥 智将 金沢セントラルCC ※ 村上 栄二 フリー

10 8:51 〇 中村 潤一 東名古屋CC ● 松本 隆 富士C可児C 中本 泰弘 フラワーガーデン 山田 耕治 トヨタセントラルG

11 9:00 〇 阿部 陽一郎 瑞陵GC ● 磯部 泰邦 南山CC 杉山 直也 メナードCC ※ 奥村 泰宏 フリー

12 9:09 〇 小出 直哉 貞宝CC ● 斎藤 裕明 藤岡CC 藤井 定純 ブレインゴルフ㈱ 宮下 稔 Basic One Golf

13 9:18 〇 机 精一 富士C可児C ● 山口 公彦 伊勢CC 大島 靖生 ㈱大島電氣工事 ※ 服部 純 フリー

14 9:27 〇 飯田 健二 桑名CC ● 田村 穂照 片山津GC 相羽 鉦弘 アイプロホーム 山本 明秀 三鈴CC

15 9:36 〇 蓮沼 謙一 白山CC ● 坂本 英雄 富士C可児C 金村 吾策 PGA TOUR SUPERSTORE
名古屋みなと ※ 川瀬 順次 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

16 7:30 〇 原田 英明 瑞陵GC ● 神尾 政好 平尾CC 田中 勝也 三鈴CC

17 7:39 〇 水野 徳之 東濃CC ● 高原 康男 富士C可児C 中村 龍明 菰野
ジャック・ニクラウス 馬渕 武将 フリー

18 7:48 〇 松本 吉伸 富士C可児C ● 名嘉眞 隆 明智GC 橋口 浩一 Basic One Golf ※ 菊一 利彦 フリー

19 7:57 〇 早川 滋 岐阜関CC ● 仁川 稔朗 法仙坊GC 住田 安朗 タカラGプラザ 井出 努 わかさCC

20 8:06 〇 坂本 雅実 富士C可児C 森山 修久 フリー ※ 永井 友之 シャトレーゼ ※ 家田 浩人 三重Gアカデミー

21 8:15 〇 星山 泰伸 岐阜稲口GC ● 荒木 和之 わかさCC 三嶽 公治 環境保全㈱ 瀧瀬 誠 万壽ゴルフクラブ

22 8:24 〇 西田 隆志 笹平CC ● 西口 道明 富士C可児C 大薮 高正 フリー ※ 荒木 東海男 S･Kゴルフセンター

23 8:33 〇 横山 浩康 ローモンドCC 〇 髙田 裕晃 四日市CC 小野 信明
ゴルフスタジオ
コンプリート 小松 弘和 Basic One Golf

24 8:42 〇 洞口 真次 飛騨高山CC ● 藤井 広文 桑名CC 中口 誠 フリー ※ 鈴木 光治 フリー

25 8:51 〇 大野 幹雄 富士C可児C ● 中村 信之 島ヶ原CC 福田 寿和 フリー 森 広柚貴 アチーブ

26 9:00 〇 吉田 栄司 花の木GC ● 折戸 智 山代GC 中山 清治 アルペン
ゴルフ5アカデミー

※ 澤崎 誠 フリー

27 9:09 〇 荒川 義治 新城CC ● 重光 敬民 名松GC 宮崎 浩二 ぎふ美濃GC 三木 由人 フリー

28 9:18 〇 小野 祐次郎 貞宝CC ● 安井 滋 双鈴GC関 山田 又吉 白山すぎのこ温泉 ※ 高村 知範 山代GC

29 9:27 〇 伊藤 恵 桑名CC ● 池田 勝久 富士C可児C 矢澤 直樹
ドリームショット

ゴルフクラブ
※ 鬼頭 秀和 南山CC

備考
１．〇印はアマチュア５０歳代の部、●印はアマチュア60歳以上の部、無印はプロ50歳代の部、※印はプロ60歳以上の部を示す。
２．第１ラウンドを終わり上位１００位タイまでの者が、第２ラウンドに進出する。
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、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。

　2021年度（第20回）中部シニア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

〇印　アマチュア50歳代の部　30名

●印　アマチュア60歳以上の部　27名

無印　プロ50歳代の部　42名第1日

※印　プロ60歳以上の部　15名11月9日 （火） 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・中部プロゴルフ協会


	成績無

