
■OUTスタート ■INスタート
No TIME CATE NAME NAME NAME NAME No TIME CATE NAME NAME NAME NAME
1 7:30 ﾚｷﾞｭﾗｰ 坂本篤正 ⻄原健太 幾世祥照 浅井成夫※ 1 7:30 女子ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 鈴木佳恵 山崎百代 越後美都子※
2 7:39 ﾚｷﾞｭﾗｰ 野波弘一 河合和眞 福岡大河 市川 諒※ 2 7:39 女子ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 金 晶秀 鎮⻄まゆみ 岡崎綾子
3 7:48 ﾚｷﾞｭﾗｰ 森比呂志 篠田和孝 山口 量 橋本拓英※ 3 7:48 女子ﾚｷﾞｭﾗｰ 加藤あゆ美 上堂薗伽純 新田彩乃 中川成美
4 7:57 ﾚｷﾞｭﾗｰ 田中友教 竹内優騎 川瀬翔也 山川斗夢※ 4 7:57 女子ﾚｷﾞｭﾗｰ 小宮満莉花 橋本 遥 伊波杏莉 名和良枝
5 8:06 ﾚｷﾞｭﾗｰ 六峯 武 竹内玲雄 井垣璃玖 櫻井成翔※ 5 8:06 女子ﾚｷﾞｭﾗｰ 与那嶺真代 安藤響木 仲村杏純 村下妃成
6 8:15 ﾚｷﾞｭﾗｰ 上森大輔 谷岡達弥 高倉昇士 田中和弘※ 6 8:15 女子ﾚｷﾞｭﾗｰ 江口智子 鈴木絢賀 ⻑谷川茉⾐ 新田紗弓※
7 8:24 ﾚｷﾞｭﾗｰ 山本範幸 山田裕一 山田智己 田中相一※ 7 8:24 女子ﾚｷﾞｭﾗｰ 田中蘭子 山本景子 谷本純菜 石川伶奈
8 8:33 ﾚｷﾞｭﾗｰ 安藤寿晃 伊藤瑞希 副田裕斗 大澤和也 8 8:33 女子ﾚｷﾞｭﾗｰ 木野史恵 池田美菜 吉桑晴美 築山華歩
9 8:42 ﾚｷﾞｭﾗｰ 伊藤善則 中村匡志 ⻘山 誠 中⻄雅樹 9 8:42 女子ﾚｷﾞｭﾗｰ 柴 晴恵 土方優花 寺⻄⾶⾹留
10 8:51 ﾚｷﾞｭﾗｰ 野崎 朗 権藤紘太 小川舜太 大川功起 10 8:51 女子ﾚｷﾞｭﾗｰ 吉原奈生子 河﨑実加 寺田紅蘭
11 9:00 ﾚｷﾞｭﾗｰ 近藤啓介 宮崎未央 川島⻁之介 小川将生 11 9:00 女子ﾚｷﾞｭﾗｰ 樋口明美 松井江理子 仲野綺良々※ 仲野仁司※
12 9:09 ﾚｷﾞｭﾗｰ 竹村知也 水野隆慶 桐島崇文※ 新井清貴 12 9:09 ｼﾆｱ 尾崎智勇 山田又吉 米山永力
13 9:18 ﾚｷﾞｭﾗｰ 平松 学 森 雄貴 林 祐生 船津良介 13 9:18 ｼﾆｱ 古市忠夫 井出 努 奥 智将
14 9:27 ﾚｷﾞｭﾗｰ 戸谷剛士 小林知隆 飯田耕正 本田 駿 14 9:27 ｼﾆｱ 中村唯彦 馬淵武将 林 根基
15 9:36 ﾚｷﾞｭﾗｰ 佐橋寿樹 田中勝也 松田涼伽 山崎壱鉱 15 9:36 ｼﾆｱ 浅井康弘 福田寿和 平尾勝利
16 9:45 ﾚｷﾞｭﾗｰ 原田大介 和田延之 三倉誠生 松浦武史 16 9:45 ﾚｷﾞｭﾗｰ 近藤大暉 平瀬瑞規 永通康太 立石知大
17 9:54 ﾚｷﾞｭﾗｰ 白 佳和 紀平大樹 纐纈悠太 毛利星蒔 17 9:54 ﾚｷﾞｭﾗｰ 岩渕輝起 内山大樹 屋比久隆貴 金子優将
18 10:03 ﾚｷﾞｭﾗｰ 小泉洋人 ⻑尾仁志 矢野晶士 武内伸悟 18 10:03 ﾚｷﾞｭﾗｰ 佐野⻯盛 奥田宗一郎 中山絹也 永井直樹
19 10:12 ﾚｷﾞｭﾗｰ 松田高明 吉本 悟 山浦太希 阪本 烈 19 10:12 ﾚｷﾞｭﾗｰ 金原丈也 峠 丈翔 木下大海
20 10:21 ﾚｷﾞｭﾗｰ 菅野亮司 坂井允誌 中川将太 小浜亮二 20 10:21 ﾚｷﾞｭﾗｰ 土山 智 加藤義文 大野由真 竹下 遼
21 10:30 ﾚｷﾞｭﾗｰ 都間克則 奥 雅次 竹内 廉 ※アマチュア 順不同･敬称略

※下記内容を必ずお読み下さい。
■受付
・大会の専用受付で、エントリーフィー(10,000円)をお支払い下さい。プレーフィ等は各自ゴルフ場にお支払い下さい。
・受付時に、マーカー指定したスコアカード及びカップ位置表をお渡し致します。
・万一、当日欠場等の場合は、ローモンドカントリー倶楽部TEL.0595-85-1000へ連絡下さい。

■スタート
・スタート前に、マーカーを再確認し、ボールをお互いにチェックして、定刻にスタートして下さい。当日は、スループレー予定です。

■アテスト
・競技終了後、アテスト会場でアテストをお済ませ下さい。またプレー中のルール不明点は、２球プレーをし、アテスト時に審判係に判断を仰いで下さい。
・ローカルルール及び注意事項は、受付及びカートに掲⺬しますので、必ずご確認下さい。

■競技の成立
・競技は１８ホール終了を持って成立と致します。１８ホールに満たない場合で中止になった場合は、エントリーフィーは返金致します。
 中止時のプレフィーの返金は、開催ゴルフ場のシステムに依存致します。

■表彰式
・全組競技終了後、速やかに表彰式(30分前後)を開催致します。最終順位は表彰式でのみ発表配布させて頂きます。表彰式は原則全員参加でお願い致します。

・賞金は表彰式にて現金でお渡し致します。賞金該当者で表彰式に不在の選手は、賞金獲得権利を失います。

第31回 伊勢の国オープンサーキット 夏の陣「コンコルドカップ」組合せ
開催日 令和元年8月9（金） 開催コース ローモンドカントリー倶楽部


