
.

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

石岡 丈 山田 豊 竹内 優騎 川原 正寛 富永 暁登 大美賀ひさし 川西 旦浄 神山 直樹

ｳｨﾝｻﾞｰ 昭和の森 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 京阪GC ｼｰﾄﾞ･岡山空港GC ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 市原 昭和の森

安達 大空 廣田 剛士 鎌田 晴匡 加藤 將 関 淳悟 瀧 正元 立川 宙樹 齋藤 太稀

正眼寺 ﾑｰﾝﾚｲｸ鶴舞 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 高松PGC 亀山 昭和の森 岡山空港GC 那須野ヶ原

圡方清貴 阿部 莞太郎 村田 幸大郎 磯部 泰邦 慶田 瑛久 村山 嘉彦 太田 大士 山下 明史

ﾑｰﾝﾚｲｸ鶴舞 古河 高松PGC 名古屋広幡 八千代 瀬板の森北九州GC 名古屋港 富士ｸﾞﾘｰﾝ

白石 哲也 八太 大和 森下 響 田中 章太郎 小林 拳史郎 吉川 翔都 岩橋 和輝 香川 奈鷹

紫あやめ ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 滋賀甲南CC 市原 紫あやめ 北陸ｸﾞﾘ－ﾝﾋﾙ ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 丸亀PGC

平川 諒 毛利 基文 原田 英明 金村 俊徳 内藤 匡 馬場 裕康 TＩMOTHYFEARNEY 奥村 礼惟

昭和の森 ｳｨﾝｻﾞｰ 名古屋広幡 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 朝霞ＰＧ 昭和の森 名古屋広幡

大石 敦也 市川 省太 今宮 陸智 芦澤 悠 長谷川 望 松下 有希 上野 陸 前田 男

宇部72CC江畑池C うぐいすの森水戸 滋賀甲南CC 丘の公園清里 ｳｨﾝｻﾞｰ 小杉 岡山空港GC ｼｰﾄﾞ･千葉よみうり

児島 達之 井坪 佑介 田所 裕槻 圓田 龍之介 北國 譲斗志 釣浦 郁真 佐藤 翔太 水戸 颯

名古屋港 朝霞ＰＧ 高松PGC 市原 小杉 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 朝霞ＰＧ 新玉村

北添 海翔 五十嵐 瑠亜 西脇 まあく 久保谷 公貴 浅香 太郎 阿部 俊幸 下家 秀平 定藤 玄輝

ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ﾃﾞｲｽﾀｰ 京阪GC 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ＪＧＭ宇都宮 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ｱﾘｼﾞ 水島GL

多良間 伸平 井垣 璃玖 中村 勇貴 栗本 和博 唐下 明徒 村岡 侑哉 丁 志優 黒滝 公彦

南山CC 名古屋港 古河 市原 ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山GC 朝霞ＰＧ ｼｰﾄﾞ･八千代 昭和の森

神田 修平 山内 一輝 市川 輝 加藤 渉 鈴木 優太 金城 五貴 沼田 凌 樋渡 雅俊

名古屋広幡 昭和の森 うぐいすの森水戸 ｼｰﾄﾞ･ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島GC 名古屋港 南山CC 紫あやめ 富士ｸﾞﾘｰﾝ

原 みくと 浅賀 勇太 福田 孔子 中村 竜 長谷川 貴優 宇野 信宏 大島 康平 小林 大河

奥津GC 昭和の森 ｱﾘｼﾞ 市原 岐阜中央 八千代 花回廊GC 紫あやめ

堀越 勘太 近藤 歳宗 吉岡 進 寺西 遼馬 髙橋 真央 伊藤 夏樹 井上 雄二朗 藤山 大耀

霞南ｺﾞﾙﾌ 名古屋港 昭和の森 宇部72CC江畑池C 朝霞ＰＧ 名古屋広幡 富士ｸﾞﾘｰﾝ ｱｵﾉｺﾞﾙﾌｺｰｽ

林 侃汰朗 山内 大夢 大嶋 宝 加藤 陽輝 米原 海斗 梅内 秀太郎 朝日向 翼 寺田 麗紅斗

市原 朝霞ＰＧ 水島GL 名古屋広幡 米子ｺﾞﾙﾌ場 朝霞ＰＧ 八千代 ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ

伊藤 吏玖 上田 敦士 徳世 忠司 山口 泰知 棚橋 舜 須藤 啓太 中山 和成 菊田 奨

下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｼ－ﾄﾞ･名古屋港 新玉村 瀬板の森北九州GC 正眼寺 紫あやめ 昭和の森 京阪GC

金子 憲洋 篠崎 嘉音 稲田 愛篤 小山 宏充 池田 佑甫 尾関 奨乃 徳永 圭太 吉村 幸樹

ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 那須野ヶ原 瀬板の森北九州GC ｳｨｰｺﾞ 市原 ｼ－ﾄﾞ･正眼寺 よみうりｺﾞﾙﾌWC 富士ｸﾞﾘｰﾝ

関 将太 森田 匠海 新藤 冴 児玉 和生 久保田皓也 古川 惣一朗 沢田 新 照沼 恭平

ｼｰﾄﾞ･ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 名古屋広幡 新玉村 高松PGC ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ 高松PGC 小松 新君津ﾍﾞﾙｸﾞﾘｰﾝ

福岡 大河 伊藤 刻矢 佐藤 寛大 橋本 健 宇喜多 飛翔 平野 忠則 勝田 兵吉 須藤 大和

ｼｰﾄﾞ･京阪GC ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 隨縁 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 岡山空港GC ｵｰﾁｬｰﾄﾞ ｼｰﾄﾞ･日刊ｱﾏ 名古屋広幡

湯原 光 藤澤 諒 谷本 伊知郎 磯井 怜 遠藤 銀河 青山 晃大 山本屋 一太 黒川 航輝

名古屋港 富士見高原 ｼｰﾄﾞ･高松PGC 市原 ｳｨﾝｻﾞｰ ｼ－ﾄﾞ･名古屋港 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 高松PGC

小斉平 優和 野口 裕太 芹澤 慈眼 加治屋 舜介 河合 亮汰 杉浦 悠太 細田 尚希 清水 優太

ｼｰﾄﾞ･よみうりｳｴｽﾄ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾄﾑﾜﾄｿﾝGC 市原 ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ 名古屋広幡 京阪GC 昭和の森

原 年弘 竹澤 功泰 三倉 誠生 松村 本盛 作田 大地 田中 裕基 石毛 巧 荒井 陸

鹿島南蓼科 那須野ヶ原 ｼｰﾄﾞ･ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 小松 滋賀甲南CC 千葉よみうり ｼｰﾄﾞ　那須野ヶ原

河田 丈一郎 栗原 悠宇 三田 真弘 伊藤 泰良 上浦 雄大 猪狩 広大 安間 魁 佐藤 慶介

ｼｰﾄﾞ･ｲｰｽﾄ 妻沼 京阪GC ﾃﾞｲｽﾀｰ ﾄﾑﾜﾄｿﾝGC うぐいすの森水戸 ﾑｰﾝﾚｲｸ鶴舞 ﾃﾞｲｽﾀｰ

鈴木 貴士 藤田 輝人 島田 康成 黒川 博之 髙橋 宝将 横田 光 園田 昂生 小寺 大佑

那須野ヶ原 正眼寺 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 高松PGC 紫あやめ 八千代 ｼｰﾄﾞ･富士ｸﾞﾘｰﾝ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場

金原 丈也 吉本 翔雄 堀内 利信 夏堀 裕大 中村 大樹 亥飼 台 久常 涼 米山 勇樹

ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 高松PGC 昭和の森 ｼｰﾄﾞ･ｳｨﾝｻﾞｰ 北陸ｸﾞﾘ－ﾝﾋﾙ 市原 ｼｰﾄﾞ･奥津GC 富士ｸﾞﾘｰﾝ

冨岡 宇翔 長岡 元樹 黒川 逸輝 和田 考行 石丸 雄大 竹川 雄喜 中戸 孝嘉 呉 英彪

小杉 新玉村 高松PGC 千葉よみうり 朝霞ＰＧ 高松PGC 八千代 昭和の森

近藤 稔 伊坂 昌文 沖田 悠輔 岩田 大河 長谷川 大晃 吉田 壮一郎

名古屋広幡 ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 水島GL 滋賀甲南CC ｼｰﾄﾞ･隨縁 昭和の森

参加人数：198人

第５０回全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技　1日目組合せ表

開催コース：那須野ヶ原カントリークラブ 2016年6月15日(水)

OUT IN

組 組

1 7:00 1 7:00

2 7:09 2 7:09

3 7:18 3 7:18

4 7:27 4 7:27

5 7:36 5 7:36

6 7:45 6 7:45

7 7:54 7 7:54

8 8:03 8 8:03

9 8:12 9 8:12

10 8:21 10 8:21

11 8:30 11 8:30

12 8:39 12 8:39

13 8:48 13 8:48

14 8:57 14 8:57

15 9:06 15 9:06

16 9:15 16 9:15

17 9:24 17 9:24

18 9:33 18 9:33

19 9:42 19 9:42

20 9:51 20 9:51

21 10:00 21 10:00

22 10:09 22 10:09

23 10:18 23 10:18

24 10:27 24 10:27

-25 10:36 25 10:36-


