
18H.S 参加者人数：１４２名（アマ８６名 プロ５６名） 於．グレイスヒルズカントリー倶楽部

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 @柘　植　大　明 三重白山 @田　中　康　隆 三　　鈴  平　松　　　学 津

2 7:39 @坂　本　周　佐 ジャパンクラシック @舟　山　義　則 グレイスヒルズ @築　山　一　佳 ローモンド  山　本　明　秀 三　　鈴

3 7:48 @木　下　光　学 白山ヴィレッジ @藤　井　　　響 四日市山手中 @森　本　將　揮 ライオンズ  紀　平　大　樹 ローモンド

4 7:57 @増　田　和　茂 タートルエース @栗　田　昌　俊 三重白山 @羽　根　　　賢 桑　　名  坂　本　篤　正 プリントマート

5 8:06 @山　村　憲　人 ライオンズ @古　川　仁　好 桑　　名 @原　田　広　史 榊　　原  平　川　晴　朗 白山ヴィレッジ

6 8:15 @早　川　直　希 スリーレイクス @中　西　清　文 白山ヴィレッジ @斎　藤　元　一 伊　　勢  永　井　直　樹 フリー

7 8:24 @山　下　耕　司 グレイスヒルズ @石　垣　龍之介 鈴鹿市白子中 @関　　　淳　悟 ローモンド  田　中　勝　也 三　　鈴

8 8:33 @神　農　竣以知 MGRA推薦 @吉　田　達　功 名　　四 @森　　　虹　陽 メリノール学院高  福　田　寿　和 フリー

9 8:42 @磯　部　伊知郎 桑　　名 @清　本　宗　久 三重フェニックス  髙　倉　昇　士 グレイスヒルズ  河　村　　　聡 岐阜稲口

10 8:51 @横　見　彰　彦 グレイスヒルズ @安　田　康　輔 ジャパンクラシック  小　川　舜　太 中　　日  牧　野　秀　一 桑　　名

11 9:00 @田　中　賢　吾 三重白山 @佐　藤　正　毅 ローモンド  井　上　直　彦 津  竹　村　知　也 ｺﾞﾙﾌｽﾃｰｼﾞﾌﾘｵ

12 9:09 @北　浦　大　暉 菰野中 @大　塚　貢　三 桑　　名  谷　口　　　僚 フリー  中　村　基　二 ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ･ﾏﾂﾀﾞ

13 9:18 @増　田　大　樹 タートルエース @藤　原　遼　生 三重高  豊　田　邦　裕 森林公園  浦　口　裕　介 ｺﾞﾙﾌﾌｫｰﾗﾑ ﾋﾟｺｯﾄ

14 9:27 @田　中　　　翔 鈴　　鹿 @服　部　鉄　也 名　　四  山　本　範　幸 ローモンド  西　原　健　太 伊　　勢

15 9:36 @山　中　　　頌 リオフジワラ @筒　井　大　暉 MGRA UP・DO  奥　村　拓　海 ジャパンクラシック  杉　浦　　　斎 阿　　山

16 9:45 @寺　田　麗紅斗 白山ヴィレッジ @岡　田　健太郎 津市西郊中  鮓　井　伸　和 ｻﾞ･ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ能登  篠　田　和　孝 ローモンド

17 9:54 @児　島　達　之 MGRA 山之一色 @横　山　浩　康 ローモンド  山　田　裕　一 ＫＳＰ  原　田　大　介 ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ協会

18 10:03 @石　垣　珠　侑 メリノール学院高 @荒　木　義　和 リオフジワラ  三　島　泰　哉 滋　　賀  森　　　雄　貴 グレイスヒルズ

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

19 7:30 @倉　田　星　司 三　　鈴 @近　俊　祐　介 伊勢大鷲  松　田　聖　司 フリー

20 7:39 @阿　部　謙　成 愛知学院大 @冨　田　耕　一 タートルエース @伊　藤　勇　次 桑　　名  大　澤　和　也 朝日インテック

21 7:48 @家　崎　日　向 ジャパンクラシック @田　島　浩　史 MGRA 山之一色 @藤　井　一　久 中　　日  佐　々　悦　彦 フリー

22 7:57 @中　山　宗　和 涼　　仙 @中　根　丈　嘉 グレイスヒルズ @村　崎　　　朗 名　　松  谷　岡　達　弥 白山ヴィレッジ

23 8:06 @平　野　匡　史 ジャパンクラシック @豊　田　知　生 タートルエース @中　村　信　之 島ヶ原  清　水　正　貴 大甲賀

24 8:15 @阪　野　智　久 ライオンズ @松　本　尚　樹 三　　重 @太　田　　　聡 ローモンド  辻　村　暢　大 榊原温泉

25 8:24 @伊　藤　　　恵 桑　　名 @吉　富　直　也 三重白山 @中　村　寛　亮 MGRA推薦  井　上　　　優 SATO PIG FARM

26 8:33 @岡　田　建　二 スリーレイクス @関　本　琉　志 滝川第二高 @山　口　公　彦 伊　　勢  三　好　正　展 三好ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ

27 8:42 @尾　子　高　史 三重白山 @福　田　　　仁 グレイスヒルズ  中　村　龍　明 ジャック・ニクラウス  六　峯　　　武 三　　鈴

28 8:51 @粂　野　俊　之 ライオンズ @橋　本　拓　英 三重高  平　瀬　瑞　規 三重白山  佐　橋　寿　樹 岩崎産業

29 9:00 @吉　川　奏　風 名張市北中 @寺　西　克　之 榊　　原  喜　多　翔　一 島ヶ原  山　本　利　技 ジャパンクラシック

30 9:09 @岡　田　之　秀 三　　鈴 @川　口　清　大 白山ヴィレッジ  瀧　瀬　　　誠 恒徳化成  中　村　匠　汰 島ヶ原

31 9:18 @山　本　幸　広 桑　　名 @浅　野　高　浩 青山高原  都　間　克　則 名阪ロイヤル  河　合　　　貢 白山ヴィレッジ

32 9:27 @上　村　大　和 三重フェニックス @藤　井　広　文 桑　　名  金　村　吾　策 PGA TOUR SUPERSTORE  中　山　絹　也 宮下製作所

33 9:36 @近　藤　徳　久 ローモンド @大　西　　　潤 三重白山  江　﨑　大　樹 ｆｏｒ ｊｒ.  荒　木　東海男 ＳＫゴルフセンター

34 9:45 @齋　藤　斗志郎 名　　四 @的　場　信　一 MGRA推薦  新　井　隆　一 フリー  髙　田　　　享 タートルエース

35 9:54 @長谷川　　　実 ライオンズ @五　輪　貴　史 MGRA 山之一色  河　合　和　眞 白山ヴィレッジ  野　波　弘　一 ローモンド

36 10:03 @髙　橋　太　陽 白山ヴィレッジ @岡　　　伸　樹 藤　　原  大　脇　僚　哉 フリー  小　畑　拓　威 榊　　原

備考

※@印はアマチュアを示す。
１．第２日目の組合せは、第１日目の成績により決定する。
２．欠場者のあった場合は、組合せおよびスタート時刻を変更することがある。
３．都合により参加を取り止めた場合は、必ず所属倶楽部を通じて三重県ゴルフ連盟（059-228-5616）まで連絡すること。
　　なお競技当日および前日の連絡は、グレイスヒルズカントリー倶楽部（059-327-1110）へ直接連絡のこと。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４３回三重県オープンゴルフ選手権競技（本戦） 第１ラウンド

組合せ並びにスタート時刻表

2022年6月7日 （火）

 三重県ゴルフ連盟


