
中日・CBCチャレンジ　【To THE CROWNS】2019-2020
南山大会　組合せスタート時刻表 第2版 2/19

初日（予選）：2020年2月20日（木）　　　南山カントリークラブ

【OUTスタート】

組 時刻 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 8:00 ※原田 大雅 山梨学院大 櫻井 隆輔 フリー 黒岩　輝 フリー

2 8:07 ※亥飼　台 日本ウェルネス高 森田 匠海 フリー 白川航太郎 愛岐ＣＣ 大内 智文 フリー

3 8:14 ※石川　航 日本体育大 山内 拓也 ぎふ美濃ＧＣ 竹中 智哉 フリー 松本 正樹 フリー

4 8:21 ※青山 晃大 中京大 中武　力 ほっかほっかフーヅ 阪本　烈 愛岐ＣＣ 中村 貴至 Ａ．Ｇ．Ｈ

5 8:28 ※上田 敦士 名古屋大 小木曽 喬 フリー 小川 将生 富士スタジアムＧＣ 竹田愼之介 フリー

6 8:35 鍋谷 太一 フリー 織田 信亮 福井工業大 榎本 泰治 フリー 百目鬼光紀 フリー

7 8:42 今野 大喜 フリー 水上 龍樹 フリー 三浦 春輝 エナジック 川満　歩 フリー

8 8:49 平石 健太 フリー 池田 春樹 フリー 伊藤 有志 アイシグリーンシステム 白倉 渉平 総武CC

9 8:56 竹内 優騎 青山高原ＣＣ 山田 裕一 新陽ＣＣ 坂井槙之介 三鈴ＣＣ 西　悠太 グレイスヒルズCC

10 9:03 吉田 隼人 イーグルポイントＧＣ 由岐 知平 愛知ＣＣ 樫原 大貴 フリー 大脇 僚哉 フリー

11 9:10 小島 亮太 明智ＧＣひるかわ 藤島 征次 ロイズコーポレーション 森　雄貴 グレイスヒルズＣＣ 山﨑帆久登 湘南CC

12 9:17 角　海利 フリー 平本　穏 アイディオー 近藤 啓介 南山ＣＣ 古田 幸希 三沢空港温泉

13 9:24 河野 祐輝 ＮＴＴ西日本アセット・プランニング 片岡 大育 日立キャピタル 中里光之介 東京ベイ舞浜ホテル 小野田享也 浜名湖ＣＣ

14 9:31 成田 祐輔 虹の丘Ｇプラザ 山本 隆大 フリー 大田和桂介 麻倉ＧＣ 小林　準 富嶽ＣＣ

15 9:38 福原 翔太 ケイ・ワイ・コーポレーション 武田 正輝 ウェイブレングス 中島　旺 フリー 前粟藏俊太 フリー

【ＩＮスタート】

組 時刻 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 8:00 ※亥飼　陽 日立市立滑川中 吉田 泰基 フリー ※鈴木 滉世 大阪学院大

2 8:07 ※鈴木 雄太 鹿島学園高 青木 龍一 ＫＲＨ 横川 修平 エム・アイ・ディ　ジャパン 纐纈 悠太 法仙坊ＧＣ

3 8:14 ※中尾 亮太 同志社大 森　博貴 ヒップスタイルホ－ルディングス 丸山 雄也 フリー 鈴木 敬太 銀座コバウ

4 8:21 ※菱田 健斗 東海ＣＣ 斉藤　亘 エスペランサ 安富　慎 南山ＣＣ 村山　駿 六甲国際ＧＣ

5 8:28 山﨑 壱鉱 フリー 高田 聖斗 マキイ産業 狩俣 昇平 フリー 副田 裕斗 谷汲ＣＣ

6 8:35 牧野 充宏 南山ＣＣ 荒井　陸 フリー 吉桑 佑太 各務原ＣＣ 石坂 友宏 フリー

7 8:42 上森 大輔 城陽ＣＣ 太田 直己 フリー 西原 健太 伊勢ＣＣ 浅井 康弘 インペリアルウイング

8 8:49 岩渕 隆作 エトワス 大川 詩穏 フリー 竹内　廉 フリー 齊藤　潤 MASA２１

9 8:56 原田　凌 フリー 岡島 功史 フリー 中莖 雄大 フリー 和田章太郎 ディライトワークス

10 9:03 伊藤 善則 花の木ＧＣ 石徳 俊樹 広島CC 長谷川祥平 フリー 山崎 仁誉 平尾ＣＣ

11 9:10 村上 哲弥 コスモサウンド 野嵜　朗 南山ＣＣ 小浦 和也 フリー 白石 大和 ＥＬＥＣＯＭ

12 9:17 中茎 哲也 やまがたＧＣ 上野 一樹 平塚富士見ＣＣ 阿部 裕樹 フリー 千葉　颯 札幌国際ＣＣ

13 9:24 近藤 龍一 鳴海CC 飯田 雄介 フリー 平松 学 津ＣＣ 小室　順 フリー

14 9:31 菅原 和穂 共栄ゴルフ 神永 隆浩 アイプロホールディングス 古川 雄大 フリー 伊藤 慎吾 フリー

15 9:38 香山 隼人 Ｙ－Ｃ 松村 大輝 新空港グリーンＣ 神農 洋平 フリー 岩崎　誠 ホームデザイン

備考 １　組合せは一部変更する場合があります。
２　スタート前の練習は、所定の練習場にて行うこととし、１人１箱までとします。

４　指定練習日は2月19日（水）です。各自で直接、開催コース（0565-42-1111）にお申し込みください。

８　決勝ラウンドの組み合わせ発表後は、決勝進出者の変更は認められません。

　大会期間中、東名高速道路リニューアル工事のため、名古屋⇔春日井間で終日車線規制があります。
　周辺の道路にも影響が及ぶ可能性がありますので、時間に十分な余裕を持ってお越しください。

※はアマチュア

３　当日は６時３０分受付開始です。スタート時刻３０分前までには受付をすませ、

５　プレー費用は各自負担とします。プレー費用は（プロアマ問わず）9,850円
　　　（消費税込・ｷｬﾃﾞｨﾌｨｰを含む）です。
６　やむを得ず参加を取りやめる場合は、現地担当者（谷口／090-1562-7114）までご連絡
　　願います。ただし、エントリーフィーは返金いたしかねますので、ご了承ください。

７　初日30位タイまでの選手が決勝進出です。決勝の組合せ・スタート時間（第1組8:00予定）は
　　CBC公式HP「hicbc.com」や、コース・現地担当者への問合せ等で各自ご確認ください。


