
参加者人数：119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 8:00 川口 清大 CRC白山ヴィレッジ 難波 龍亮 GCツインフィールズ 岡安 真也 西尾GC

2 8:09 成 瑛旻 ニューキャピタルGC 野村 昭一 朱鷺の台CC 関 淳悟 ローモンドCC 三浦 紘樹 平尾CC

3 8:18 直江 太志 貞宝CC 稲葉 大佐 六石GC 久門 弘 白山CC 山口 恵二郎 新城CC

4 8:27 増田 大樹 タートルエースGC 鈴木 康友 額田GC 松岡 直樹 ぎふ美濃GC 源野 智紀 朱鷺の台CC

5 8:36 竹尾 賢 名古屋グリーンCC 隣 奨太 大垣CC 蓮沼 謙一 白山CC 早川 直希 スリーレイクスCC

6 8:45 堀口 典弘 ライオンズGC 平野 裕也 フクイCC 堀江 典充 岐阜稲口GC 今川 知也 三好CC

7 8:54 奥村 博之 八尾CC 河村 貴博 中部国際GC 青本 一道 富士C可児C 舟山 義則 グレイスヒルズCC

8 9:03 櫻井 幹也 鈴鹿CC 堀 秀樹 朱鷺の台CC 浅野 高浩 青山高原CC 上田 崇宏 三甲GC谷汲

9 9:12 磯部 伊知郎 桑名CC 小原 景 東名古屋CC 小棹 美徳 芦原GC 築山 一佳 ローモンドCC

10 9:21 淺岡 美斗 岐阜関CC 神農 竣以知 桑名CC 松山 阜司 日本ラインGC 前川 裕太郎 フォーレスト福井GC

11 9:30 中村 昌嗣 グレイスヒルズCC 松久 征史 岐阜稲口GC 伊藤 雅和 新南愛知CC 笠原 義也 レイク浜松CC

12 9:39 増野 逸実 三好CC 廣瀬 淳一 中部国際GC 安田 康輔 ジャパンクラシックCC 秋保 大輔 名古屋グリーンCC

13 9:48 原田 英明 南山CC 真城 建治 貞宝CC 吉田 達功 名四CC 杉山 尚史 岐阜関CC

14 9:57 土井 健太郎 東名古屋CC 矢口 厚秀 スリーレイクスCC 脊戸川 史也 明智GC 三浦 英夫 南山CC

15 10:06 大羽 伸治 新城CC 萩野 成宣 大垣CC 野村 卓矢 南山CC 福田 仁 グレイスヒルズ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 8:00 光山 尚宏 岐阜本巣CC 衣谷 信吾 白山CC 坂口 光賢 額田GC 横見 彰彦 グレイスヒルズCC

17 8:09 調所 寛 スリーレイクスCC 池田 誠 岐阜関CC 榊原 吉規 知多CC 西川 良太 金沢CC

18 8:18 吉兼 慎二 フォレスト芸濃GC 神取 佑樹 中部日本パブ 福岡 逸人 三好CC 金原 誠治朗 緑ヶ丘CC

19 8:27 樋口 和大 四日市CC 山本 幸広 名古屋グリーンCC 大島 護 片山津GC 見﨑 和也 品野台CC

20 8:36 谷 光治 ナガシマCC 久米 洋平 GC大樹旭 土岐 明彦 富士C可児C 神谷 茂 岡崎CC

21 8:45 岡田 良介 名古屋グリーンCC 高野 浩 芦原GC 神谷 敬行 クラウンCC 橋本 潤 ローモンドCC

22 8:54 島 賢司 呉羽CC 星山 泰伸 岐阜稲口GC 児島 達之 春日井CC 中村 寛亮 鈴鹿CC

23 9:03 大山 碩済 ライオンズGC 戸田 真義 グレイスヒルズCC 大西 隆章 能登CC 三浦 宗樹 豊田CC

24 9:12 溝口 治 名古屋GC 小出 和人 富士C可児C 堀 信義 片山津GC 増田 和茂 タートルエースGC

25 9:21 橋本 勝仁 加賀セントラルGC 丸川 英雄 岐阜稲口GC 本田 頼平 デイリー瑞浪CC 谷本 修二 ジャパンクラシックCC

26 9:30 河田 信彰 ザ・CC・能登 小木曽 剛 南山CC 大西 潤 CRC三重白山 大橋 元 中仙道GC

27 9:39 近藤 久幸 明智GC 藤井 一久 中日CC 鈴木 謙太郎 フクイCC 臼井 達也 三好CC

28 9:48 名須川 勝幸 ジャパンクラシックCC 深川 雅央 三好CC 長嶋 篤 額田GC 続木 達也 ぎふ美濃GC

29 9:57 國松 朋彦 GC大樹旭 井上 真吾 EGC伊勢大鷲 岩井 篤史 法仙坊GC 坂口 尚詩 小松CC

30 10:06 奥田 繁 セントクリークGC 福岡 樹 恵那峡CC 近藤 勝則 半田GL 木村 祐介 鈴鹿CC

備考

2022年度第11回中部ミッドアマチュアゴルフ選手権競技　本戦　
組み合わせ並びにスタート時刻表

10月20日 （木）

１．１８ホールを終わり上位８０位タイまでの者が第２ラウンドに進出する。
２．本競技の上位１６名は、１１月１６日（水）～１８日（金）山口県の下関ゴルフ俱楽部で開催される、日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技に出場できる。
　選出に当たりタイが生じた場合は最終ラウンドスコアにより決定する。
　最終ラウンドスコアもタイが生じた場合は、最終ラウンドスコアのマッチング・スコアカード→くじ引きの順に決定する。辞退者が出た際は次位の者を繰り上げる。（シード選手は別枠としない）
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、能登カントリークラブ（TEL ０７６７－２８－３１５５）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。

第１日

於．能登カントリークラブ(日本海, はまなすコース)

中部ゴルフ連盟


	成績無

