
１番スタート(一般の部)

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 佐藤 大介 EGC伊勢大鷲 臼井 康博 フォレスト芸濃GC 大西 誠 CRC三重フェニックス

2 7:39 生川 幹洋 四日市の里GC 田中 康隆 三鈴CC 菊本 裕司 名張CC 太田 聡 ローモンドCC

3 7:48 熊本 耕一郎 菰野ジャック・ニクラウス 大橋 信明 六石GC 林 雄紀 CRC白山ヴィレッジ 舟山 義則 グレイスヒルズCC

4 7:57 近藤 稔 ジャパンクラシックCC 関根 隆司 津CC 神農 竣以知 桑名CC 片岡 茂樹 西日本777GC

5 8:06 井上 仁 名阪チサンCC 柴田 剛 霞GC 森 威仁 阿山CC 橋本 幸芳 鈴鹿CC

6 8:15 新谷 博英 伊勢CC 鈴木 孝明 名松GC 木田 義彦 グリーンハイランドCC 谷田 哲章 タートルエースGC

7 8:24 若林 淳一 榊原GC 竹村 嘉晃 双鈴GC関 水谷 友紀 松阪CC 加藤 拓 鈴峰GC

8 8:33 近藤 泰満 リオフジワラCC 岡 伸樹 藤原GC 調所 寛 スリーレイクスCC 髙田 裕晃 四日市CC

9 8:42 大矢 純司 三重CC 中山 宗和 涼仙GC 笠井 秀昌 伊勢中川CC 井口 裕介 名阪ロイヤルGC

10 8:51 阪野 智久 ライオンズGC 齋藤 斗志郎 名四CC 江場 大二 青山高原CC 奥 拓也 メナードCC青山

11 9:00 原 光男 ルート25GC 小澤 勇紀 三甲GC榊原温泉 大西 潤 CRC三重白山 早川 有久 霞GC

12 9:09 中根 丈嘉 グレイスヒルズCC 野呂 直也 フォレスト芸濃GC 中村 寛亮 鈴鹿CC 山本 祥史 阿山CC

13 9:18 小池 剛太 四日市の里GC 橋本 潤 ローモンドCC 山口 裕之 名阪チサンCC 近俊 祐介 EGC伊勢大鷲

14 9:27 伴野 真哉 菰野ジャック・ニクラウス 阪口 登志喜 名張CC 河井 秀仁 伊勢CC 中澤 利之 名松GC

15 9:36 溝口 卓 CRC白山ヴィレッジ 岡田 之秀 三鈴CC 大塚 貢三 桑名CC 坂本 周佐 ジャパンクラシックCC

16 9:45 森本 潤一 西日本777GC 小島 邦裕 六石GC 宮﨑 冬詩 CRC三重フェニックス 林 大介 津CC

１０番スタート(一般の部)

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 浅野 高浩 青山高原CC 藪内 達則 CRC三重白山 小泉 真人 リオフジワラCC

18 7:39 河合 孝浩 榊原GC 西井 義典 伊勢中川CC 杉浦 綾彦 涼仙GC 神谷 茂 ライオンズGC

19 7:48 板元 誠 グリーンハイランドCC 早川 直希 スリーレイクスCC 野呂 清 鈴峰GC 中井 徳樹 ルート25GC

20 7:57 岡田 聖真 三重CC 河合 隆太 メナードCC青山 増田 和茂 タートルエースGC 鈴木 弘純 藤原GC

21 8:06 森本 俊次 名阪ロイヤルGC 寺西 直樹 双鈴GC関 竹内 祐彦 四日市CC 朝倉 啓考 名四CC

22 8:15 新谷 健 三甲GC榊原温泉 別所 愛彦 松阪CC 柴原 正智 EGC伊勢大鷲 池川 一馬 名阪チサンCC

23 8:24 黒川 喜好 霞GC 太田 茂輝 伊勢CC 中西 清文 CRC白山ヴィレッジ 青山 禎達 名張CC

24 8:33 名須川 勝幸 ジャパンクラシックCC 太田 大士 六石GC 堀 圭佑 フォレスト芸濃GC 内田 孝紀 津CC

25 8:42 齋藤 昌之 鈴鹿CC 岡本 泰岳 菰野ジャック・ニクラウス 中村 昌嗣 グレイスヒルズCC 田中 克征 西日本777GC

26 8:51 臼井 靖弘 阿山CC 青山 英資 三鈴CC 黒澤 正之 CRC三重フェニックス 久保 貴司 名松GC

27 9:00 飯田 健二 桑名CC 築山 一佳 ローモンドCC 横山 浩樹 四日市の里GC 冨貴田 大輔 松阪CC

28 9:09 遠藤 隆一 四日市CC 石黒 貴志 藤原GC 若杉 孝志 ライオンズGC 髙木 幸雄 双鈴GC関

29 9:18 北口 浩二 タートルエースGC 大井 一範 リオフジワラCC 門田 祐二 鈴峰GC 田中 賢吾 CRC三重白山

30 9:27 平田 正人 名阪ロイヤルGC 中野 恵介 スリーレイクスCC 平岡 孝之 ルート25GC 榧木 賀隆 メナードCC青山

31 9:36 的場 信一 名四CC 松村 好博 三甲GC榊原温泉 松本 尚樹 三重CC 坂野 健一 涼仙GC

32 9:45 中山 公伸 伊勢中川CC 宍倉 知行 青山高原CC 原田 広史 榊原GC 山本 孝富 グリーンハイランドCC

備考

2022年度（第51回）中部インタークラブゴルフ競技　三重地区予選　
組み合わせ並びにスタート時刻表

9月22日 （木）

１.選手の変更は、競技前日９月２１日（水）の午後１時までに、中部ゴルフ連盟（FAX０５２-５６１-７９７２）に届け出て、競技委員長の許可を受け変更することができる。
２.上位４クラブが本戦に出場できる。

於．鈴鹿カンツリークラブ

一般の部（西コース）
参加者人数：252名 / 42 クラブ

9月21日時点入れ替え

中部ゴルフ連盟


