
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 山内 拓也 ぎふ美濃GC 倉敷 優磨 青山G練習場(姫路) 中山 絹也 宮下製作所 平松 学 津CC

2 7:39 新田 哲大 フリー 橋本 健太ユージーン 西日本ビルド(株) 峠 丈翔
ニッケゴルフ倶楽部

岐阜センター 辻村 暢大 三甲GC榊原温泉

3 7:48 小島 亮太 明智GC 矢形 和也 南山CC 三島 泰哉 滋賀CC 秦 和弘 フリー

4 7:57 ※石垣 珠侑 CRC白山ヴィレッジ 前田 倫志 フリー 六峯 武 三鈴CC 三品 貴泰 法仙坊GC

5 8:06 ※岩崎 裕斗 中部学連 岡田 絃希 日本植生 由岐 知平 愛知CC 比嘉 拓也 TOSHIN

6 8:15 ※須藤 大和 名倉CC 都間 克則 名阪ロイヤルGC 照沼 恭平 サングッドゴルフ練習場 谷岡 達弥 CRC白山ヴィレッジ

7 8:24 ※藤田 輝人 明智GC 中川 将太 ユームゴルフ 新井 隆一 フリー 村山 駿 六甲国際GC

8 8:33 ※黒田 智之 美岳CC 花岡 和典 triple a出版 中村 匠汰 島ヶ原CC 柴田 将弥 センチュリーシガGC

9 8:42 ※松山 茉生 グリーンヒル瑞浪GC 亀代 順哉 フリー 大内 智文 レイクグリーンGC 小木曽 喬 フロンティアの介護

10 8:51 ※湯原 光 岐阜国際CC 織田 信亮 セーレン㈱ 小齊平 優和 太平洋クラブ 阪本 烈 愛岐CC

11 9:00 ※榊原 吉規 知多CC 大西 魁斗 ＺＯＺＯ 近藤 智弘 三甲ゴルフ倶楽部 小野田 享也 浜名湖CC

12 9:09 ※杉浦 悠太 ぎふ美濃GC 上井 邦裕 三好CC 久常 涼 ＳＢＳホールディングス 今野 大喜 フロンティアの介護

13 9:18 ※土肥 龍星 フクイCC 甲斐 慎太郎 国際スポーツ振興協会 近藤 龍一 鳴海CC 前粟藏 俊太 フリー

14 9:27 ※乾 滉平 グレイスヒルズCC 斉藤 智洋 フリー 河合 庄司 フリー 藤田 翼 センチュリー・シガGC

15 9:36 土肥 将英 日本ラインGC 池上 憲士郎 ウッドフレンズ 飯田 耕正 フリー 川満 歩 GOLF　MEISTER

16 9:45 大脇 僚哉 フリー 立石 知大 知多CC 小島 大輝 フリー 西原 健太 伊勢CC

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

17 7:30 永井 直樹 フリー 佐橋 寿樹 GOLF５CみずなみC 豊田 邦裕 WF森林公園 中村 匡志 フリー

18 7:39 鮓井 伸和 ザ・CC・能登 西脇 まあく 葛城ゴルフ倶楽部 真野 裕喜 愛岐CC 松岡　 啓 アルビータ

19 7:48 弓削 淳詩 三木よかわCC 岸本 翔太 グリーンヒル関GC 勝亦 悠斗 ITS 山田 裕一 KSP

20 7:57 山ノ口 章大 三甲GC京和 大澤 和也 朝日インテック 清水 正貴 大甲賀CC 杉浦 斎 阿山CC

21 8:06 ※高津佐 琉斗 瑞浪高原GC 安富 慎 南山CC 松田 聖司 フリー 作田 大地 片山津GC

22 8:15 ※岩井 悠真 さくらCC 三好 正展 三好ゴルフアカデミー 竹内 優騎 青山高原CC 森井 晶紀 よしのCC

23 8:24 ※菱田 健斗 東海CC 平川 晴朗 CRC白山ヴィレッジ 石過 功一郎 エスケイメカニクス 金井 泰司 14ヒルズCC

24 8:33 ※鳥居 大揮 中部日本パブ 上田 敦士 フリー 坂井 允誌 法仙坊GC 山本 健太郎 フリー

25 8:42 ※笠原 瑛 中部学連 副田 裕斗 フリー 富田 雅哉 瑞陵GC 近藤 啓介 南山CC

26 8:51 ※鈴木 千貴 サン・ベルグラビアCC 藤島 征次 ロイズコーポレーション 田村 光正 徳田鋼鉄 上田 諭尉 三甲GC谷汲

27 9:00 ※長谷川 貴優 中部学連 米澤　 蓮 フリー 伊藤 元気 愛知CC 小浦 和也 ＮＥＸＴＥＰ

28 9:09 ※荒木 義和 リオフジワラCC 池村 寛世 ディライトワークス 金子 駆大 フリー 光田 智輝 岐阜関CC

29 9:18 ※新井 龍紀 中部ジュニア 杉山 知靖 中央日本土地建物
グループ 丸山 大輔 アイテック 髙橋 竜彦 ジャパンクリエイト

30 9:27 ※小田 祥平 新城CC 石渡 和輝 SHUUEI 大久保 克海 豊科CC 桑原 克典 ミズノ

31 9:36 ※笠松 孝太郎 グランディ浜名湖GC 渡辺 龍ノ介 フリー 手塚 周作 伊藤製菓 森本 雄 フリー

32 9:45 権藤 紘太 ザ・トラディションGC 安浦 一輝 阪奈カントリークラブ 阿部 裕樹 フリー 井上 優 SATO PIG FARM

備考

１０番スタート（東コース）

１．※印は、アマチュアを示す。
２．決勝ラウンドへの出場者は、８０位タイまでとする。
３．本競技の優勝者は、１０月２０日（木）～２３日（日）に兵庫県の三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコースで開催される、日本オープンゴルフ選手権競技に出場できる。
　　但し、既に日本オープン本戦参加資格者であった場合は、最上位者に資格を付与する。また、前記１名を除いた上位４名に日本オープン最終予選の参加資格を与える。
４．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。
５．病気、事故等のため参加を取り止める場合は、中部ゴルフ連盟（０５２－５８６－１３４５）へ連絡すること。
　　なお、競技前日および当日の場合は、愛岐カントリークラブ（０５７４－６４－１２１１）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。

2022年度（第51回）中部オープンゴルフ選手権競技　本戦　

組み合わせ並びにスタート時刻表

第1日

7月12日 （火） 於．愛岐カントリークラブ(中・東コース)

１番スタート（中コース）

参加者人数：128名（アマ22名　プロ106名）

中部ゴルフ連盟


	第1日

