
18H.S 参加者人数：１５６名 於．中日カントリークラブ

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 7:00 矢　野　達　也 六　　石 加　藤　万　明 四日市 上　野　良　博 東建多度 中　村　寛　亮 鈴　　鹿

2 7:08 岡　田　充　弘 四日市 黒　川　真　一 名　　四 森　田　　　仁 ライオンズ 吉　兼　慎　二 フォレスト芸濃

3 7:16 伊　藤　俊　夫 グレイスヒルズ 髙　田　裕　晃 四日市 大　森　信　男 鈴　　鹿 加　藤　　　拓 鈴　　峰

4 7:24 増　田　大　樹 タートルエース 山　中　清　司 リオフジワラ 坂　口　直　宏 四日市 前　多　浩　一 名　　四

5 7:32 種　村　陵　治 六　　石 市　村　和　久 ローモンド 櫛　田　浩　哉 鈴　　鹿 伊　藤　博　也 四日市

6 7:40 古　市　真　也 フォレスト芸濃 鹿　島　　　要 暁　高 岩　崎　広　範 グレイスヒルズ 内　藤　竜　三 ナガシマ

7 7:48 中　山　宗　和 涼　　仙 池　田　吉　彦 名　　四 関　本　琉　志 三重大付属中 早　川　直　希 スリーレイクス

8 7:56 加　古　嘉　助 桑　　名 諸　岡　直　美 三　　重 中　野　恵　介 スリーレイクス 長谷川　　　実 ライオンズ

9 8:04 大　澤　芳　巳 中　　日 羽　根　　　賢 桑　　名 山　内　貴　司 四日市 箱　守　勲　夫 鈴　　鹿

10 8:12 駒　田　勝　義 ライオンズ 杉　山　匡　毅 鈴　　鹿 清　水　科　良 桑　　名 貝　沼　　　悟 四日市

11 8:20 的　場　信　一 名　　四 高　橋　東　守 ライオンズ 内　田　康　彦 霞 大　矢　純　司 三　　重

12 8:28 星　野　幹　樹 リオフジワラ 清　水　　　守 MGRA 山之一色 堀　口　典　弘 ライオンズ 中　根　丈　嘉 グレイスヒルズ

13 8:36 小　嶋　弘　之 ライオンズ 荒　木　義　和 リオフジワラ 新　海　実　晃 名　　四 野　末　幸　裕 ローモンド

14 8:44 岡　田　建　二 スリーレイクス 山　下　則　武 ローモンド 犬　飼　清　三 中　　日 服　部　鉄　也 名　　四

15 8:52 山　田　清　治 桑　　名 齋　藤　昌　之 鈴　　鹿 深　谷　高　義 ライオンズ 桑　原　　　猛 グレイスヒルズ

16 9:00 伊　藤　健　一 名　　四 金　川　雄　斗 津田学園高 増　田　和　茂 タートルエース 粉　川　忠　弘 鈴　　鹿

17 9:08 磯　俣　雄　二 三　　重 神　田　輝　彦 六　　石 片　山　　　剛 四日市工業高 石　原　建　二 ライオンズ

18 9:16 中　岡　昭　彦 三　　重 瀬　古　大　二 桑　　名 榮　　　直　人 四日市 石　垣　敢　大 白子中

19 9:24 坪　内　志　郎 鈴　　峰 田　中　英　貴 四日市 中　村　拓　哉 グレイスヒルズ 片　山　茂　樹 藤　　原

20 9:32 橋　本　　　潤 ローモンド 仲　野　友　也 鈴　　鹿 羽　吉　正　勝 ライオンズ 磯　部　伊知郎 桑　　名

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

21 7:00 松　岡　耕太郎 三　　重 山　本　　　敦 四日市 村　瀬　利　弘 ローモンド 荻　野　浩　明 鈴　　鹿

22 7:08 奥　山　眞　弘 四日市 黒　田　久　男 中　　日 乾　　　幸　一 霞 伊　藤　　　孝 藤　　原

23 7:16 早　川　万　也 タートルエース 宮　下　直　久 三　　重 杉　本　修　一 桑　　名 水　谷　友　哉 スリーレイクス

24 7:24 伊　藤　光　彦 三　　鈴 玉　山　博　康 桑　　名 小　池　　　稔 MGRA 鈴鹿中央 菅　原　　　朗 ライオンズ

25 7:32 今　野　正　吾 ライオンズ 小　泉　精　一 名　　四 松　本　尚　樹 三　　重 桐　生　雪　夫 MGRA 山之一色

26 7:40 谷　口　政　則 六　　石 山　田　倖太郎 いなべ総合高 青　山　圭　太 中　　日 大　野　哲　司 津

27 7:48 光　山　正　芳 桑　　名 樋　口　和　大 四日市 髙　橋　太　陽 津田学園高 齋　藤　斗志郎 名　　四

28 7:56 関　戸　雅　喜 藤　　原 飼　沼　延　浩 桑　　名 松　原　貴　一 名　　四 櫻　井　典　也 ライオンズ

29 8:04 近　藤　正　樹 三　　重 石　原　伸　行 鈴　　鹿 越　川　幸　彦 ライオンズ 藤　井　一　久 ナガシマ

30 8:12 坂　井　　　治 グレイスヒルズ 山　崎　滉　仁 稲生高 瓜　生　典　寛 ローモンド 織　田　隆　文 ナガシマ

31 8:20 大　道　朋　広 リオフジワラ 山　川　高　弘 ライオンズ 中　村　昌　嗣 グレイスヒルズ 長　岡　航　平 神戸高

32 8:28 古　川　仁　好 桑　　名 片　岡　広　行 MGRA 山之一色 荻　須　英　哉 名　　四 鈴　木　堅　弌 グレイスヒルズ

33 8:36 森　　　大　樹 ライオンズ 佐　藤　直　康 霞 山　田　学　芳 東建多度 伊　藤　公　介 スリーレイクス

34 8:44 豊　田　知　生 タートルエース 太　田　大　士 六　　石 牧　野　祥　大 員弁中 大　井　一　範 リオフジワラ

35 8:52 江　藤　豊　年 鈴　　鹿 調　所　　　寛 スリーレイクス 大　塚　貢　三 桑　　名 荒　木　正　宏 名　　四

36 9:00 伊　藤　　　恵 桑　　名 近　藤　歳　宗 ローモンド 大　橋　浩　司 名　　四 石　垣　珠　侑 白子中

37 9:08 舟　山　義　則 グレイスヒルズ 武　山　良　一 桑　　名 伊　藤　高　秀 藤　　原 馬　瀬　勝　也 鈴　　鹿

38 9:16 児　玉　広　道 六　　石 今　岡　　　計 中　　日 山　平　広　幸 ライオンズ 市　来　圭　介 ローモンド

39 9:24 近　藤　徳　久 ローモンド 織　田　恒　郎 フォレスト芸濃 粂　野　俊　之 ライオンズ 内　田　俊　哉 三　　重

備考
１．本戦出場資格者は、３７名までとする。選出にあたりタイが生じた場合は、マッチングスコアカードにより決定する。
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、必ず所属クラブ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、中日カントリークラブ（059-371-1188）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。

（中コース）

第４０回三重県オープンゴルフ選手権競技　予選Ｂ地区

組合せ並びにスタート時刻表

４月５日 （木）
（西コース）

 三重県ゴルフ連盟


