
富士可児大会　組合せスタート時刻表 第2版　2/21

初日（予選）：2023年3月1日（水）　　　富士カントリー可児クラブ　志野コース

【OUTスタート】 ※はアマチュア

組 時刻 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 8:00 香川 友※ 山東GC 鳥海 颯汰 桂GC 中尾 亮太 フリー 纐纈 悠太 法仙坊GC

2 8:10 菊川 裕史※ トネット 大嶋 宝 フリー 鈴木 晃祐 フリー 呉 司聡 フリー

3 8:20 上田 敦士 フリー 岸本 翔太 グリーンヒル関GC 大村 浩輔 オオムラ 原 敏之 YAGOKORO

4 8:30 森下 蓮 フリー 駒沢 賢一郎 フリー 山﨑 壱鉱 フリー 古川 雄大 フリー

5 8:40 相原 諒哉 フリー 小斉平 優和 太平洋クラブ 菊池 純 EUROZ　GOLF 金子 優将 フリー

6 8:50 玉城 海伍 クリード沖縄 櫻井 成翔 フリー 金城 雷 フリー 大澤 優 フリー

7 9:00 若尾 翼 日本ラインGC 横川 康祐 筑波CC 坂本 柊人 フリー 荒井 陸 フリー

8 9:10 吉本 裕貴 フリー 篠原 仕師命 有明CC 青山 晃大 フリー 平川 晴朗 フリー

9 9:20 岩渕 輝起 フリー 副田 裕斗 フリー 墳崎 啓輔 江戸崎CC 片岡 大育 Kochi黒潮CC

10 9:30 高野 碧輝 フリー 辻村 暢大 三甲GC榊原温泉C 赤羽 宏優 プレステージCC 樋口 健太郎 フリー

11 9:40 上田 諭尉 三甲GC谷汲C 高田 聖斗 マキイ産業 内藤 慶 フリー 中莖 雄大 フリー

12 9:50 川満 歩 GOLF　MEISTER 白倉 渉平 総武CC 田邊 隆一 エパック 池内 慧 ソネットフィットネス

13 10:00 奥田 宗一郎 瑞陵GC 藤井 想大 フリー 中西 昌也 フィールド 竹山 昴成 フリー

14 10:10 金田 直之 美里ゴルフセンター 原田 凌 東京国際GC 福濱 将哉 高松グランドCC 吉本 龍斗 フリー

15 10:20 中村 勇貴 フリー 野呂 涼 フリー 三島 泰哉 滋賀CC 藤田 光 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 平野 大樹※ イーグルポイントGC 若有 宣彦 フリー 原田 大雅 フリー 金子 憲洋 フリー

2 8:10 新井 龍紀※ 中部大第一高校 杉原 大河 フリー 伊藤 誠道 沼津GC 竹下 遼 フリー

3 8:20 吉田 侑翔※ JOXY.GC 木治 誠 Mac 永井 源 東名古屋CC 渡辺 龍ノ介 フリー

4 8:30 鈴木 滉世 フリー 石渡 和輝 SHUUEI 吉本 直樹 フリー 田中 泰芽 48STUDIO

5 8:40 峰澤 碩志 フリー 成松 亮 フリー 冨田 幸暉 フリー 新井 隆一 フリー

6 8:50 増田 将光 双伸ゴルフセンター 坂本 一馬 フリー 藤井 智啓 フリー 安富 慎 南山CC

7 9:00 細野 勇策 フリー 伊藤 刻矢 成田ハイツリーGC 保田 和貴 フリー 岡本 諒興 フリー

8 9:10 櫛山 勝弘 ｋｉｚｕｎａ 日高 将史 フリー 市川 輝 日本ウェルネススポーツ大学 藤田 尚人 ニッケGC岐阜センター

9 9:20 平瀬 瑞規 日本ラインGC 竹内 優騎 青山高原CC 綛田 隆介 フリー 服部 大輔 フリー

10 9:30 原田 凌 フリー 高橋 賢 フリー 小田 将吾 フリー 福岡 大河 CRC白山ヴィレッジGC

11 9:40 石塚 祥利 フリー 原 悠太郎 フリー 正岡 竜二 グランデュール 西 泰樹 東建多度CC

12 9:50 中山 絹也 宮下製作所 福山 功太 センチュリーシガGC 山本 大雅 フリー 阿部 裕樹 フリー

13 10:00 近藤 啓介 南山CC 森 博貴 ヒップスタイルHD 小島 亮太 明智GCひるかわG 中里　光之介 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート

14 10:10 山本 太郎 アセットテクノロジー 長野 京介 フリー 多良間 伸平 エメラルドコーストGL 織田 信亮 セーレン

15 10:20 佐々木 愁也 日本ウェルネススポーツ大学 小畑 拓威 榊原GC 森 雄貴 グレイスヒルズCC 内山 大樹 浜名湖CC

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コインまでとします。

５　指定練習日は2月28日（火）です。各自で直接、開催コース（0574－64－1111）にお申し込みください。

７　やむを得ず参加を取りやめる場合は、現地担当者（小倉／080-1626－9647）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。

　　富士カントリー可児クラブ杯
中日・CBCチャレンジ【To THE CROWNS】

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分前にはティイングエリア付近にて待機してください。

６　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）　11,560円
　　（消費税込・朝食を含む）です。

４　各自健康状態の確認をお願いします。
　　体温が37.5℃以上あるなど体調不良の選手は参加をお控えください。


