
.

ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名

時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82

ｲｲﾂﾞｶ　ﾖｼﾕｷ ｻｲﾄｳ　ﾋｶﾙ ﾐﾔｼﾀ　ﾕｳｷ ﾀﾅｶ　ｲｸｵ ｾﾄｸﾞﾁ　ﾏｻｱｷ ﾀｶﾊｼ　ﾀﾞｲﾄ ｳｷｼｮ　ﾋﾛﾌﾐ ｻﾄｳ　ﾘｭｳｷ

飯塚 芳之 齋藤 光 宮下 優輝 田中 郁夫 瀬戸口 雅昭 高橋 大斗 浮所 裕史 佐藤 隆起
古河GL 紫あやめ36 朝霞ＰＧ 古河GL 紫あやめ36 紫あやめ36 霞南ｺﾞﾙﾌ倶楽部 紫あやめ36

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ﾖｼﾀﾞ　ｼｭﾝﾀ ﾀｶｷﾞ　ﾕｷﾏｻ ｸﾗﾊﾞﾔｼ　ﾋﾃﾞﾕｷ ﾓﾁﾀ　ｾｲｲﾁ ｿﾈ ﾐﾂﾔ ｽｽﾞｷ　ﾕｳﾍｲ ｵｵﾇｷ　ﾄｼｷ ｷﾑﾗ　ﾏｻﾋﾛ

吉田 隼汰 髙木 遵正 倉林 秀行 持田 誠一 曽根 満也 鈴木 悠平 大貫 利樹 木村 正宏
朝霞ＰＧ 朝霞ＰＧ JGM宇都宮 うぐいすの森水戸 古河GL うぐいすの森水戸 古河GL うぐいすの森水戸

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ｲｴｲｽﾞﾐ　ﾋﾃﾞｱｷ ﾖｼｻﾞﾜ　ｴｲｽｹ ｲｲﾔﾏ　ﾄｼﾋﾛ ｷｸﾁ ｲﾁﾛｳ ｶﾐﾔ ｹﾝﾀ ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｼﾞ ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾑﾗｾ　ﾄｵﾙ

家泉 英明 吉澤 栄祐 飯山 敏弘 菊地 一郎 神谷 健太 西村 真治 横山 隆乃助 村瀬 徹
紫あやめ36 JGM宇都宮 那須野ヶ原 那須野ヶ原 朝霞ＰＧ 朝霞ＰＧ 朝霞ＰＧ 朝霞ＰＧ

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84

ﾃｰﾗｰ 　ﾘｨﾝﾃﾞﾝ ﾃﾞﾐｽﾞ　 ﾀｶﾋﾛ ｿﾒﾔ ｼﾝｲﾁ ﾁﾊﾞ　ﾘｮｳｾｲ ﾀﾅｻﾞﾜ　ｻﾄｼ ﾏﾂｳﾗ　ｺﾞﾛｳ ｶﾄﾞｽﾐ　ﾋｻｼ ﾅｶﾞﾀﾆ　ｶｽﾞﾏ

ﾃｰﾗｰ ﾘｨﾝﾃﾞﾝ 出水 貴大 染谷 真一 千葉 涼晴 棚澤 聡 松浦 吾郎 廉隅 尚史 長谷 政真
ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 朝霞ＰＧ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 霞南ｺﾞﾙﾌ倶楽部 霞南ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 霞南ｺﾞﾙﾌ倶楽部

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ｲｼｹﾞ　ﾏｺﾄ ｺｲｽﾞﾐ　ﾏｻﾄｼ ﾀｹｻﾞﾜ　ﾉﾘﾔｽ ﾏﾂﾑﾗ　ﾋﾃﾞｵ ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼﾀｶ ｵｷﾞﾜﾗ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ｺｼﾞﾏ　ﾄﾓｷ ﾏｽﾀﾞ　ﾀｶｱｷ

石毛 誠 小泉 匡稔 竹澤 功泰 松村 秀郎 立花 吉隆 荻原 淳一 小島 朝樹 増田 貴明
ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ うぐいすの森水戸 那須野ヶ原 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ うぐいすの森水戸 霞南ｺﾞﾙﾌ倶楽部

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ﾅｶﾞﾐ　ｲｯｾｲ ｲｹﾀﾞ　ﾕｳﾀ ﾐﾔｶﾜ　ﾐﾉﾙ ｵｵﾐｶ ﾋｻｼ ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｻｸ ﾔｸﾞﾁ　ｱﾂｼ ﾐｽﾞｶﾐ　ﾏｻﾋﾛ ｻﾜﾀ ﾞ　ﾋﾛｼ

長見 一世 池田 悠太 宮川 実 大美賀ひさし 坂本 隆作 矢口 敦士 水上 政宏 沢田 博
朝霞ＰＧ 那須野ヶ原 うぐいすの森水戸 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 朝霞ＰＧ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 朝霞ＰＧ 朝霞ＰＧ

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86

ｲｹﾀﾞ　ﾀｹｼ ｾｷｸﾞﾁ　ﾏｻﾋﾛ ﾓﾘﾄﾕ　ｳｲﾁﾛｳ ｽｽﾞｷ　ﾏｻﾋﾛ ｸﾗﾓﾁ　ｶｹﾙ ﾏﾂオ　ﾓﾄﾋｻ ｾｷｸﾞﾁ　ﾏｺﾄ ｱﾗｲ　ｼﾝｲﾁ

池田 武志 関口 正浩 森戸 友一郎 鈴木 雅弘 倉持 翔 松尾 源久 関口 真 荒井 眞一
古河GL 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 紫あやめ36 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 紫あやめ36 朝霞ＰＧ 紫あやめ36

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86

ﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾐﾁ ｽｶﾞﾓﾄ ｶｲ ｸﾄﾞｳ ﾚｲ ﾋｸﾞﾁ　ﾖｼﾋﾛ トﾑﾛ　ｱｷﾄ ﾔｷﾞｻﾜ ｺｳｲﾁ ﾒｻﾞｷ　ｼﾞｭﾝ ﾏﾂｼﾏ　ｹｲｽｹ

田川 美道 菅本 魁 工藤 黎 樋口 純弘 戸室 彰人 八木沢 浩一 目崎 潤 松島 圭祐
ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 朝霞ＰＧ 那須野ヶ原 古河GL 那須野ヶ原 朝霞ＰＧ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 古河GL

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87

ｻﾄｳ　ﾋﾃﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ ｶﾏﾀ ﾊﾙﾀﾀﾞ ｲﾜｻﾜ ｶｽﾞｷ ｶﾄｳ　ﾘｮｳｽｹ ｲｼﾏｷ　ﾀｶﾗ ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼﾝｲﾁ

佐藤 英樹 中村 一隆 鎌田 晴匡 岩沢 一輝 加藤 了資 石巻 貴羅 吉田 ひろし 渡部 慎一
古河GL 朝霞ＰＧ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 朝霞ＰＧ うぐいすの森水戸 JGM宇都宮 朝霞ＰＧ 霞南ｺﾞﾙﾌ倶楽部

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ｶﾏﾀｷ　ﾖﾘﾋｻ ﾅｶﾐｶﾞﾜ　ｶﾂﾋﾛ ﾀｶﾊｷﾞ　ｼｹﾞﾙ ﾏﾂﾓﾄ　ﾀｲｶﾞ ｳｴﾀｹ　ﾀﾞｲ ｱｲﾀﾞ 　ﾖｼﾌﾞﾐ ｻｻｷ　ﾅｵｷ ﾎﾘｲｹ　ﾋﾛﾑ

鎌滝 順久 中三川 勝弘 高萩 茂 松本 虎薫 植竹 大 會田 善文 佐々木 尚紀 堀池 宏
紫あやめ36 JGM宇都宮 那須野ヶ原 紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 朝霞ＰＧ JGM宇都宮 古河GL

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88

ﾇﾏﾀ　ﾘｮｳ ﾊｾｶﾞﾜ　ﾉｿﾞﾑ ﾔｽﾀﾞ　ﾏｻｼ ナツボリ　ユウダイ ｶﾄｳ　ﾏｻｶｽﾞ ﾏﾁｲ　ﾕｳｲﾁ ｲﾅﾊﾗ　ﾀﾀﾞｼ ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾄ

沼田 凌 長谷川 望 安田 政司 夏堀 裕大 加藤 政和 町井 雄一 稲原 忠 高橋 良人
紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 古河GL ウィンザーシード 紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 紫あやめ36 朝霞ＰＧ

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89

ｳﾒｳﾁ ｼｭｳﾀﾛｳ ﾅｶｼﾞﾏ　ｹｲﾀ ｼﾐｽﾞ　ｸﾗﾉｽｹ ｲﾂﾎﾞ ﾕｳｽｹ ﾔｽｲ　ｹﾝｼﾞ ｲｼﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ ｴﾓﾘ ｻﾄﾙ ﾀｶﾉ 　ﾉﾌﾞﾕｷ

梅内 秀太郎 中島 啓太 清水 蔵之介 井坪 佑介 安井 健二 石田 剛大 江森 悟 髙野 信幸
朝霞ＰＧ 紫あやめ36 紫あやめ36 朝霞ＰＧ 紫あやめ36 霞南ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90

ｽｽﾞｷ　ﾘｭｳﾀ ｵｵﾂｶ　ﾀｶﾋﾛ ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾑ ﾑﾗｵｶ ﾕｳﾔ ﾖｼﾀﾞ　ｼﾝｼﾞ ﾏﾂｵｶ　ｶｽﾞﾋﾛ ｻｲﾄｳ　ﾏｻﾋﾛ ｷｸﾁ ｺｳｷ

鈴木 隆太 大塚 崇弘 山内 大夢 村岡 侑哉 吉田 眞二 松岡 一裕 斉藤 正浩 菊池 耕己
紫あやめ36 紫あやめ36 朝霞ＰＧ 朝霞ＰＧ 霞南ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 霞南ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90

ｲｻｶ ﾏｻﾌﾐ ｼﾉｻﾞｷ　ｶﾉﾝ ｲﾄｳ　ｺｳｼﾞ ﾊﾞﾊﾞ　 ﾋﾛﾔｽ ｱｶﾏﾂ　ｺｳｼﾞ ﾌｼﾞﾏ　ﾐｷﾋﾛ ﾇﾏﾀ　ﾀｶｼ ﾋﾋﾞﾉ ﾖｼﾐﾂ

井坂 昌文 篠﨑 嘉音 伊藤 耕治 馬場 裕康 赤松 浩司 藤間 幹広 沼田 隆 日比野 義光
ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 那須野ヶ原 うぐいすの森水戸 朝霞ＰＧ 古河GL 紫あやめ36 紫あやめ36 朝霞ＰＧ

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91

ｱﾍﾞ　ｶﾝﾀﾛｳ ｲﾉﾏﾀ　ｼｭｳﾍｲ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀｲｶﾞ ｲｼｵｶ　ｼﾞｮｳ ｴﾋﾞﾊﾗ　ﾉﾎﾞﾙ ｵｵｸﾞﾘ　ﾀﾂﾔ ﾐﾔｷﾞ　ﾖｼﾋﾛ ﾂﾙｵｶ ﾄｼｶｽﾞ

阿部 莞太郎 猪股 柊平 小林 大河 石岡 丈 海老原 昇 大栗 辰弥 宮城 芳宏 鶴岡 利和
古河GL 那須野ヶ原 紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 紫あやめ36 JGM宇都宮 紫あやめ36 朝霞ＰＧ

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 93

ｲﾁﾉｾ　ｼｭｳﾄ ｼﾗｲｼ　ﾃﾂﾔ ｲﾁｶﾜ　ﾋｶﾙ ﾓｳﾘ　ﾓﾄﾌﾐ ｵﾔﾏﾀﾞ 　ﾋｻｵ ｺﾔﾏ　ｶｵﾙ ｷﾑﾗ　ﾔｽﾏｻ ﾏﾂｲ　ﾋﾛﾋｻ

一ノ瀬 秀都 白石 哲也 市川 輝 毛利 基文 小山田 久雄 小山 郁 木村 安政 松井 浩久
那須野ヶ原 紫あやめ36 うぐいすの森水戸 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 朝霞ＰＧ 古河GL 紫あやめ36 古河GL

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 95

ｲﾄｳ　ﾘｸ ｲﾁｶﾜ　ｼｮｳﾀ ｻｲﾄｳ タｲｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｼ ｵﾅｶﾞ　ﾏﾅﾌﾞ ｵﾆｻﾞﾜ　ﾊﾙｷ ｺｼﾞﾏ　ﾔｽﾋﾛ ﾌﾙｶﾜ　ｶｽﾞﾄ

伊藤 吏玖 市川 省太 齋藤 太稀 山本 靖 翁長 学 鬼澤 遥希 小島 靖弘 古川 一登
下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 うぐいすの森水戸 那須野ヶ原 朝霞ＰＧ 朝霞ＰＧ 那須野ヶ原 古河GL ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 参加人数：152人

カワダ　ジョウイチロウ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ ｺﾊﾞﾔｼ　ｹﾝｼﾛｳ

河田 丈一郎 佐藤 翔太 鈴木 貴士 小林 拳史郎
イースト　シード 朝霞ＰＧ 那須野ヶ原 紫あやめ36

1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73

ﾊｼﾓﾄ　ｹﾝ ｱｻｶ　ﾀﾛｳ ｲｶﾞﾘ　ｺｳﾀﾞｲ ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳｷ

橋本 健 浅香 太郎 猪狩 広大 中村 勇貴
下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 JGM宇都宮 うぐいすの森水戸 古河GL

1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 72

ﾀｶﾊｼ　ﾎｳｼｮｳ ｴﾝﾄﾞｳ　ｷﾞﾝｶﾞ ﾋﾗﾉ　ﾀﾀﾞﾉﾘ アライ　リク

髙橋 宝将 遠藤 銀河 平野 忠則 荒井 陸
紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 那須野ケ原　シード

1日目ｽｺｱ 68 1日目ｽｺｱ 70 1日目ｽｺｱ 70 1日目ｽｺｱ 70

ｲｼﾏﾙ　ﾕｳﾀﾞｲ ﾀｶﾊｼ ﾏｵ ﾎﾘｺｼ　ｶﾝﾀ ｽﾄﾞｳ　ｹｲﾀ

石丸 雄大 高橋 真央 堀越 勘太 須藤 啓太
朝霞ＰＧ 朝霞ＰＧ 霞南ｺﾞﾙﾌ倶楽部 紫あやめ36

1 7:00 1 7:00

2 7:08 2 7:08

第50回全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権東日本Ａ地区決勝競技

開催コース：ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ 2016年5月11日(水)
OUT IN

組 組

２日目ペアリング

3 7:17 3 7:17

4 7:25 4 7:25

5 7:34 5 7:34

6 7:42 6 7:42

7 7:51 7 7:51

8 7:59 8 7:59

9 8:08 9 8:08

10 8:16 10 8:16

11 8:25 11 8:25

12 8:33 12 8:33

13 8:42 13 8:42

14 8:50 14 8:50

17 9:16 17 9:16

18 9:24

15 8:59 15 8:59

16 9:07 16 9:07

21 9:50

19 9:33

20 9:41


