
18H.S 参加者人数：126名 於．松阪カントリークラブ

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 太　田　茂　輝 伊　　勢 小　林　　　浩 三重白山 櫻　井　寿　哉 榊　　原

2 7:08 冨貴田　大　輔 松　　阪 南　里　　　誠 一　　志 内　田　　　実 白山ヴィレッジ 儀　賀　利　也 三重白山

3 7:16 原　田　広　史 榊　　原 下　地　翔　輝 三重高 川　邊　賢　二 西日本セブンスリー 佐　野　敬　志 青山高原

4 7:24 中　澤　利　之 名　　松 木　村　圭　志 松　　阪 川　村　淳　一 伊勢中川 辻　村　　　敏 伊勢大鷲

5 7:32 茅　野　修　二 三重フェニックス 林　　　雄　紀 白山ヴィレッジ 大　西　　　潤 三重白山 川喜多　章　弘 榊　　原

6 7:40 溝　口　　　卓 白山ヴィレッジ 関　本　琉　志 三重大附属中 安　達　久　夫 青山高原 天　野　智　之 一　　志

7 7:48 池　田　秀　弥 伊勢中川 諸　岡　　　亮 伊勢大鷲 永　田　隆　人 榊　　原 竹　岡　純　治 三重白山

8 7:56 長　島　武　司 伊勢大鷲 田　中　義　広 名阪チサン 山　路　美津夫 白山ヴィレッジ 浅　野　高　浩 青山高原

9 8:04 西　川　賢　治 近鉄賢島 小　林　正　俊 白山ヴィレッジ 斎　藤　元　一 伊　　勢 森　　　　　務 榊　　原

10 8:12 柘　植　大　明 三重白山 今　西　弘　幸 西日本セブンスリー 水　本　潤　一 松　　阪 池　田　雄　三 伊勢中川

11 8:20 山　口　英　樹 伊勢中川 後　藤　正　和 三重白山 堀之内　秀　明 榊　　原 加　賀　圓　造 名　　松

12 8:28 西　井　良　裕 松　　阪 近　藤　　　稔 ジャパンクラシック 植　村　浩　和 三重白山 重　田　広　次 一　　志

13 8:36 谷　田　哲　章 青山高原 長　岡　航　平 神戸高 池　田　高　明 MGRA UP・DO 杉　田　真　一 三重フェニックス

14 8:44 山　本　幸　孝 榊　　原 近　俊　祐　介 伊勢大鷲 山　口　　　茂 松　　阪 木　下　光　学 白山ヴィレッジ

15 8:52 坪　井　真　二 阿　　山 植　野　昌　人 MGRA UP・DO 石　垣　敢　大 メリノール学院高 重　光　敬　民 名　　松

16 9:00 平　井　　　昭 ジャパンクラシック 河　井　秀　仁 伊　　勢 尾　上　良　二 西日本セブンスリー 堀　川　和　行 島ヶ原

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

17 7:00 廣　　　和　信 伊勢大鷲 吉　井　仁　志 一　　志 細　　　安　彦 松　　阪

18 7:08 三　嶋　祐　介 榊　　原 中　西　　　明 三重フェニックス 鈴　木　孝　明 名　　松 中　山　公　伸 伊勢中川

19 7:16 池　田　力　弥 三重フェニックス 川　井　正　治 伊勢大鷲 右　城　省　三 名阪チサン 武　内　徹　夫 西日本セブンスリー

20 7:24 田　中　瑠　騎 青山高原 森　田　　　勤 名　　松 山　口　公　彦 伊　　勢 池　上　英　麿 三重フェニックス

21 7:32 前　田　　　晃 名　　松 西之坊　真二郎 青山高原 中　西　清　文 白山ヴィレッジ 伊　藤　真　之 MGRA ｺｽﾓﾃｨｯｸ

22 7:40 田　中　通　彦 榊　　原 石　川　浩　司 白山ヴィレッジ 三　宅　邦　美 松　　阪 江　場　大　二 青山高原

23 7:48 村　林　嘉　郎 松　　阪 岡　村　　　隆 三重白山 木　下　　　洋 伊勢大鷲 羽　城　輝　人 榊原温泉

24 7:56 笠　井　秀　昌 伊勢中川 大　山　博　嗣 MGRA UP・DO 河　合　孝　浩 榊　　原 山　際　　　貢 松　　阪

25 8:04 加　瀬　久　照 三重フェニックス 中　村　信　之 島ヶ原 野　田　勝　成 榊原温泉 筒　井　大　暉 久居高

26 8:12 丸　山　　　光 伊　　勢 平　井　和　浩 一志温泉 髙　本　大　士 白山ヴィレッジ 中　北　　　優 松　　阪

27 8:20 丸　山　恵　司 松　　阪 米　川　直　樹 伊勢中川 脇　田　真　弥 一　　志 立　松　良　介 白山ヴィレッジ

28 8:28 森　下　喜久男 榊　　原 西　山　　　光 三重高 伊　藤　喜　孝 三重フェニックス 柴　原　正　智 伊勢大鷲

29 8:36 本　間　孝　司 名阪チサン 中　川　　　久 伊　　勢 水　谷　友　紀 松　　阪 石　垣　珠　侑 白子中

30 8:44 小　島　邦　彦 MGRA ｺｽﾓﾃｨｯｸ 黒　澤　正　之 三重フェニックス 丸　山　芳　樹 ジャパンクラシック 藤　川　誠　一 榊　　原

31 8:52 金　原　好　隆 青山高原 井　本　　　覚 榊　　原 大　西　　　誠 三重フェニックス 尾　田　広　人 名　　松

32 9:00 小　川　　　浄 近鉄賢島 木　下　晶　夫 ジャパンクラシック 太　田　凪　津 三重白山 開　地　剛　士 榊　　原

【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、松阪カントリークラブ（0598-29-2911）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４１回三重県オープンゴルフ選手権競技（予選）　Ａ地区

組合せ並びにスタート時刻表

2019年4月4日（木）

 三重県ゴルフ連盟


