
参加者人数：120名(アマ29名　プロ91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 鈴木 慶太 フリー 岸本 拓也 グリーンヒル瑞浪GC 福山 功太 センチュリーシガGC 岡崎 錬 フリー

2 7:39 ※富田 茂 名古屋GC 河合 庄司 フリー 宮田 晃成 岐阜関CC 木村 慶二郎 TKM Japan

3 7:48 ※本田 頼平 デイリー瑞浪CC 植木 祥多 Ｋ・コーポレーション 上村 征輝 フリー 杉下 圭史 ゴールデンバレーGC

4 7:57 ※近藤 友一朗 ザ・トラディションGC 板東 寿匡 グランフィールズCC 宮城 集 PROMICS SUPPORTERS 正野 元治 フリー

5 8:06 ※丹羽 佑介 南山CC 藤田 尚人 ニッケゴルフ倶楽部
岐阜センター 金子 憲洋 フリー 松井 弘樹 リバー富士CC

6 8:15 ※山田 忠和 貞宝CC 竹下 遼 フリー 石毛 巧 エパック 好川 耕司 長野京急CC

7 8:24 ※芝原 秀雄 貞宝CC 立花 亮 広島CC 難波 大翔 葛城ゴルフ倶楽部 髙橋 慶祐 杜の公園GC

8 8:33 ※澤田 匠吾 名倉CC 弓削 淳詩 吉川ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 金城 五貴 フリー 田中 泰芽 48studio

9 8:42 ※山本 千優 デイリー瑞浪CC 岡本 頼樹 フリー 福岡 大河 CRC白山ヴィレッジ 吉田 隼人 イーグルポイントGC

10 8:51 ※黒川 裕介 明智GC 松村 本盛 ㈱エイメック 松田 聖司 フリー 川野 雄大 フリー

11 9:00 ※土方 邦裕 名古屋GC 小田 将吾 フリー 纐纈 悠太 法仙坊GC 茶谷 考輝 セントラルグリーンGP

12 9:09 ※岩崎 裕斗 中部学連 勝亦 悠斗 ITS 鈴木 大哉 フリー 櫻井 隆輔 茨木CC

13 9:18 ※大村 真一 三甲GC京和 土山 智 ロイヤルCC 杉浦 斎 阿山CC 松岡　 啓 アルビータ

14 9:27 ※安川 龍也 名古屋GC 阿部 達徳 リオ西山 村山 駿 六甲国際GC 木下 大海 フリー

15 9:36 ※石田 剛士 いわむらCC 風本 琢磨 フリー 峠 丈翔 ニッケゴルフ倶楽部
岐阜センター 井垣 璃玖 犬山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 ※中山 智晴 JGAジュニア 北村 征大 サニーCC 仲田 一雄 フリー 原田 大雅 フリー

17 7:39 ※鈴木 高則 名倉CC 藤井 智啓 フリー 佐野 琢朗 霞ヶ関CC 橋本 健太ユージーン 西日本ビルド(株)

18 7:48 ※後藤 城一 いわむらCC 櫻井 成翔 春日井CC 武山 皓太郎 岐阜CC 照沼 恭平 サングッドゴルフ練習場

19 7:57 ※岡本 嵩矢 いわむらCC 門田 健太郎 岐阜関CC 大澤 優 フリー 鈴木 理央 フリー

20 8:06 ※阿部 謙成 中部学連 毛利 星蒔 豊公橋GC 加藤 陽輝 フリー 中川 しげる 名古屋ヒルズGC

21 8:15 ※江渡 竜一 三好CC 石川 元樹 フリー 大川 功起 豊公橋GC 呉 司聡 フリー

22 8:24 ※松岡 太陽 いわむらCC 嶺岸 政秀 フリー 松浦 光彦 三木の里ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 松尾 昇 センチュリーパークG

23 8:33 ※服部 泰 名古屋GC 新井 清貴 Tee　off 石徳 俊樹 広島CC 熊 由樹也 フリー

24 8:42 ※今川 知也 三好CC 向 央介 リオ西山 和田 健太郎 フリー 安浦 一輝 阪奈カントリークラブ

25 8:51 ※川井 陽太 ニューキャピタルGC 小寺 健大 宝塚GC 小島 亮太 明智GC 堀 浩恭 センチュリーパークG

26 9:00 ※長野 義明 三好CC 森山 修久 フリー 牧野 充宏 南山CC 今井 陽介 R.E WORKS

27 9:09 ※東出 大雅 デイリー瑞浪CC 樫原 大貴 GOLFAS 渋谷 晃太郎 フリー 永井 源 東名古屋CC

28 9:18 ※坂崎 怜央 中部学連 森 博貴 ヒップスタイル
ホールディングス 若尾 翼 愛岐CC 永野 敦朗 フリー

29 9:27 ※松浦 孝亮 笹平CC 東 大智 フリー 島野 璃央 ㈱HOG 久志岡 亮 鷹の巣ゴルフクラブ

30 9:36 ※秋保 大輔 名古屋グリーンCC 金田 直之 美里ゴルフセンター 高橋 周平 星乃ゴルフ倶楽部 小林 一敏 塩嶺CC

備考

2022年度（第51回）中部オープンゴルフ選手権競技　予選愛知会場

組み合わせ並びにスタート時刻表

6月15日 （水）

１．※印はアマチュアを示す。
２．本戦出場者は１１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、南山カントリークラブ（ＴＥＬ ０５６５－４２－１１１１）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。

於．南山カントリークラブ

中部ゴルフ連盟


	成績無

