
参加者人数：98名(アマ21名　プロ77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 ※中川 瑛太 岐阜国際CC 小川 哲広 富士C可児C 安達 大空 東建多度CC

2 7:40 ※吉村 勇人 TOSHIN Princeville 河合 和眞 CRC白山ヴィレッジ 伊藤 刻矢 ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 今井 健 フリー

3 7:50 ※神取 佑樹 中部日本パブ 青山 晃大 フリー 高山 準平 TOSHIN Central 細川 淳矢 チェリーヒルズGC

4 8:00 ※豊住 崇 四日市CC 大野 由真 朝霧CC 松本 正樹 フリー 工藤 潤 蓼科高原CC

5 8:10 ※神農 竣以知 桑名CC 中村 匠汰 島ヶ原CC 榎本 剛志 オーケーエス・エンタープライズ 鈴木 優大 フリー

6 8:20 ※山本 秀樹 愛知CC 伊藤 洋 フリー 浦口 裕介 ゴルフフォーラムピコット 澤崎 安雄 信楽CC

7 8:30 ※近藤 久幸 明智GC 桐生 肇 タラオCC 松村 景太 淡路カントリークラブ 平瀬 瑞規 CRC三重白山

8 8:40 ※田下 大輔 フクイCC 森岡 俊一郎 宝塚GC 平井 伸泰 WINGOLFSTUDIO 小川 将生 富士スタジアムGC

9 8:50 ※神田 周永 桑名CC 山本 昭一 養老CC 保田 和貴 フリー 森井 晶紀 よしのCC

10 9:00 ※澤田 勉 春日井CC 平松 学 津CC 江崎 大樹 越前CC 伊藤 善則 花の木GC

11 9:10 ※高橋 幸久 JGAジュニア 奥 雅次 ETGA愛知 橋口 浩一 Basic One Golf 柴田 将弥 センチュリーシガGC

12 9:20 中井 賢人 日本ウェルネスゴルフ 寺田 天我 フリー 水田 竜昇 スプリングフィールドGC 阪本 烈 愛岐CC

13 9:30 島本 大詩 フリー 竹内 玲雄 青山高原CC 小澤 玲央 鷹之台CC 藤田 翼 センチュリー・シガGC

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

14 7:30 ※酒井 遼也 中部日本パブ 小浜 亮二 平尾CC 田中 一輝 フリー

15 7:40 ※青山 禎達 名張CC 徳光 祐哉 ＪＥＭＴＣ 内山 大樹 浜名湖CC 山浦 太希 フリー

16 7:50 ※溝井 伸晃 明智GC 徳永 圭太 フリー 早川 佳智 エトワス 池内 彗 ソネットフィットネス

17 8:00 ※松岡 龍希 ぎふ美濃GC 菊田 奨 フェニックスカントリークラブ 中莖 雄大 フリー 小松 弘和 Basic One Golf

18 8:10 ※五輪 貴史 三重県連 岩渕 輝起 フリー 山﨑 滉仁 三鈴CC 高尾 淳仁 チェリーヒルズGC

19 8:20 ※下田 涼治 中部日本パブ 伊藤 正己 明智GC 石過 功一郎 エスケイメカニクス 飯田 雄介 フリー

20 8:30 ※金本 大輝 JGAジュニア 梶村 夕貴 医療法人　聰宝会 池田 崇宏 越前CC 倉敷 優磨 青山G練習場(姫路)

21 8:40 ※岡田 充弘 四日市CC 田中 勝也 三鈴CC 白倉 渉平 総武カントリークラブ 秦 和弘 フリー

22 8:50 ※政岡 悟 岐阜国際CC 冨岡 宇翔 フリー 池川 真人 ZEROBACS 西 泰樹 東建多度CC

23 9:00 ※加藤 貴弘 桑名CC 小田 秀明 美岳CC 山﨑 壱鉱 フリー 安田 賢史 Office SMC

24 9:10 松山 裕行 瀬古ロイヤルGガーデン 岡村 了 平川カントリークラブ 上村 将司 ㈱ヤマト 船津 良介 フリー

25 9:20 五十嵐 瑠亜 フリー 武内 伸悟 オークモントGC 田中 悠太 JSYSTEM 大久保 克海 豊科CC

備考

2022年度（第51回）中部オープンゴルフ選手権競技　予選三重会場

組み合わせ並びにスタート時刻表

6月22日 （水）

１．※印はアマチュアを示す。
２．本戦出場者は９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、桑名カントリー倶楽部（ＴＥＬ ０５９４－３１－５１１１）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．桑名カントリー倶楽部

中部ゴルフ連盟


	成績無

