
明智ひるかわ大会　組合せスタート時刻表 第2版　８２３

初日（予選）：2022年8月24日（水）　　　明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場　東・西コース

【OUTスタート】東コース ※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CC 多良間 伸平 エメラルドコーストＧＣ 鈴木 敬太 銀座コバウ

2 8:08 成　瑛旻※ ニューキャピタルGC 土屋洋一郎 成田GC 岩渕 輝起 フリー

3 8:16 今井　健 フリー 加藤 陽輝 フリー 野呂　涼 フリー

4 8:24 水田 竜昇 スプリングフィールドＧＣ 峰澤 碩志 フリー 浮ケ谷 博之 フリー

5 8:32 金子 直矢 富士平原GC 米澤　蓮 フリー 中村 匠汰 島ヶ原CC

6 8:40 松田 聖司 フリー 上田 敦士 フリー 新木 衛 フリー

7 8:48 小島 亮太 明智GCひるかわG 関藤 侑嗣 フリー 原田 大介 スタートアップスポーツ協会 岸本 拓也 グリーンヒル瑞浪GC

8 8:56 正岡 竜二 グランデュール 上田 諭尉 三甲GC谷汲C 保田 和貴 フリー 近藤 啓介 南山CC

9 9:04 宮川 勝大 まえだクリニック 山口　量 富士C可児C 纐纈 悠太 法仙坊GC 竹川 加寿斗 フリー

10 9:12 寺田 天我 フリー 酒井南雄人 フリー 榎本 剛志 オーケーエス・エンタープライズ

11 9:20 荒井　陸 フリー 原田　凌 春日居GC 安富　慎 南山CC 中莖 雄大 フリー

12 9:28 植木 祥多 K・コーポレーション 酒井 秀崇 小野GC 三島 泰哉 滋賀ＣＣ 森　博貴 ﾋｯﾌﾟｽﾀｲﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

13 9:36 安部 高秀 フリー 仁木 卓磨 フリー 金原 丈也 フリー 中武　力 ほっかほっかフーヅ

14 9:44 山﨑 壱鉱 フリー 久保 光毅 鈴鹿CC 清水 寿徳 フリー 鴨野　勝 フリー

【ＩＮスタート】西コース

組 時刻 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 8:00 纐纈 瑠綺也※ 明智GC 若尾　翼 愛岐CC 成田 風里 TOSHINさくら

2 8:08 笠松孝太郎※ グランディ浜名湖 藤田 尚人 ニッケGC岐阜C 櫻井 成翔 春日井CC 西　泰樹 東建多度CC名古屋

3 8:16 玉村 昌也※ 明智GC 熊谷 宇晴 フリー 新井 隆一 フリー

4 8:24 中尾 亮太※ 同志社大 毛利 星蒔 豊公橋GC 仲道 利樹 フリー

5 8:32 永田 航大 フリー 土肥 将英 日本ラインGC 原田 大雅 フリー

6 8:40 大野 由真 朝霧ＣＣ 宮川  勝己 阿蘇グリーンヒルCC 藤井 智啓 フリー

7 8:48 山口 鉄平 筑波CC 西原 健太 伊勢CC 田邊 隆一 エパック

8 8:56 藤田 雄紀 太平洋C成田C 原田　 凌 フリー 難波 大翔 葛城GC 石過 功一郎 フリー

9 9:04 相川 太郎 フリー 樫原  大貴 GOLFAS 奥田宗一郎 瑞陵GC

10 9:12 安達 大空 東建多度CC名古屋 谷口 祥麻 フリー 田中 泰芽 ４８STUDIO 板東 寿匡 グランフィールズCC

11 9:20 渡辺 龍ノ介 フリー 玉城 海伍 クリード沖縄 岩﨑 桂介 フリー

12 9:28 福山 功太 センチュリーシガCC 福濱 将哉 高松グランドCC 山内 拓也 ぎふ美濃GC

13 9:36 久保田晧也 六甲国際GC 大宜見賢人 中田会館 渡邊 友啓 フリー

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。

５　指定練習日は8月23日（火）です。各自で直接、開催コース（0573-45-3311）にお申し込みください。

８　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。

　　明智ゴルフ倶楽部杯
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。

４　受付時に検温と健康チェックを実施予定です。
　　体温が37.5℃以上あるなど体調不良の選手は参加できませんので、あらかじめご了承ください。

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）　セルフ6,570円
　　（消費税込・朝食を含む）です。

７　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。


