
.

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

参加人数： 196名

田丸　泰地 大谷　昌彦 須田　恵太 大友　優馬
15 8:5915 8:59

鈴木　雅弘 村井　忠行 松本　拓人 友水　基幸

渡邊　哲也 小島　朝樹

下斗米　誠 横江　和幸

富永　龍輝 高橋　俊一郎

一宮　京介

杉原　歩樹 中戸　孝嘉

篠崎　勇真

網中　一史

木村　正宏 島田　航汰

小野寺　清貴 村山　嘉彦 管野　一輝 木村　慎

大久保　克海 菅原　学 吉井　孝太郎水野　陽稀

下館 古河 朝霞 グレースリッチ

古河

宮部　澪央 松岡　優太朗 遠藤　りお 枝松　和建

新田　鍾大 石川　雄姿 大崎　将行 木元　幸多郎

オーチャード

中野　秀樹

大塚　崇弘 飯岡　高人 岡部　雄斗 山崎　克己

志塚　俊平 若狭　雄二 吉澤　栄祐 安田　政司

ＪＧＭ宇都宮

佐藤　快斗 矢島　将則 植竹　大

金川　基晴 土田　伊吹 中野　麟太朗

田村　将人 野村　匠 野口　正和

竹内　亮輔 松田　聖志 宮下　優輝 今重　英樹

那須野ヶ原 朝霞

木村　明 佐山　ヒカル 白石　勝範 和田　龍太

八木沢　浩一 ディーン　ロジャース

時田　聖也 竹澤　功泰 長谷川　望

中村　一隆 山本　靖 平山　和成 入江　大輔

紫あやめ36

出口　達也

金村　幸生 家村　真平 渡部　慎一 大割　孝敏

内田　清 西川　慶介 小川　恭伸

矢口　敦士 松浦　吾郎 神田　陽介

鈴木　泰二郎 山口　林太郎 坂田　真都 佐藤　秀宣

紫あやめ36

井坪　佑介

福本　祐一

森　竜也

赤松 浩司

山本　昌弘

水沼　勇太

松本　宏和

青木　竜真

浅香　央

野口　弘行 園部　潤

髙橋　大斗 小林　誠一郎 松井　良悦 八木沢　浩心郎

高山　恵補

佐藤　卓郎 瀬戸口　雅昭 古川　龍之介 Tulathimutte Kan

鈴木　朝登前田　晃希 園田　昂生

八木沼　仁

古河GL 那須野ヶ原 朝霞

橋本　健

小久保　文夫

吉田　隼汰

池田　佑甫 太田　僚平 野村　龍太郎

梅内　秀太郎

亥飼　台

萬代　誠二 矢野　徹

深尾　健太 東條　光宏 永田　裕紀

藤井　淳 新宮　博文

原　大輔 棚木　孝人 関口　真 大吉　友輝

三俣　紀之 相原　諒哉 伊西　庸介 永井　浩光

式田　美樹 紅谷　登 渋谷　晃太郎 大栗　辰弥

ウィンザー

宮武　善樹

中村　祐一 斉藤　隼人 石崎　拓海

堀越　勘太

鈴木　隆太 一場　政幸 池田　悠太

下館 紫あやめ36

山岸　隆介

大山　竜矢

高橋　和久

近藤　弘生 金子　直矢 梶原　伸城 安保　勇希

菊地　一郎 山川 豊樹

安里　明

江崎　典載

阿部　誠 福田　正平 杉田　浩通

細谷　幹 渡邉　正史

那須野ヶ原 朝霞 ウィンザー

飯田　要

堀江　靖見

25 10:24 25

10:15 24

13

10:24西片　太一 佐藤　幸雄 栄井　博邦

23 10:07 23 10:07

24 10:15

21 9:50 21 9:50

22 9:58 22 9:58

19 9:33 19 9:33

20 9:41 20 9:41

17 9:16 17 9:16

18 9:24 18 9:24

16 9:07 16 9:07渡邉　利克 大川　勢矢 清水　蔵之介

坂場　大希

8:42 13 8:42

14 8:50 14 8:50松岡　一裕

11 8:25 11 8:25

12 8:33 12 8:33

9 8:08 9 8:08

10 8:16 10 8:16

7 7:51 7 7:51

8 7:59 8 7:59

5 7:34 5 7:34

6 7:42 6 7:42

3 7:17 3 7:17

4 7:25 4 7:25

7:00 1 7:00

2 7:08 2 7:08

杉田　龍英

平成29年度全日本アマチュアゴルファーズ選手権　東日本A地区決勝　【1日目】
開催コース：ＪＧＭ宇都宮ゴルフクラブ 2017年5月17日(水)

OUT IN

組 組

1
JGM宇都宮朝霞 紫あやめ36

紫あやめ36

オーチャード 朝霞 紫あやめ36 那須野ヶ原

紫あやめ36

那須野ヶ原

オーチャード 紫あやめ36 ウィンザー 那須野ヶ原

那須野ヶ原 古河 ハーモニー

朝霞 ウィンザー

紫あやめ36 朝霞 那須野ヶ原 ウィンザー

野村　秀夫

朝霞 霞南 紫あやめ36 ＪＧＭ宇都宮

ＪＧＭ宇都宮 紫あやめ36 ウィンザー 朝霞

齋藤　光 稲原　忠

紫あやめ36 那須野ヶ原 朝霞 霞南

朝霞那須野ヶ原 霞南 紫あやめ36

君島　勇人 高橋　幸生

朝霞 紫あやめ36 霞南

朝霞　　　　20歳JGM宇都宮　　16歳紫あやめ36　　52歳

小川　文平 佐々木　尚紀 福地　慶人
イーストウッド　　47歳

朝霞 JGM宇都宮 紫あやめ36 オーチャード

紫あやめ36 下館 JGM宇都宮 朝霞

鈴木　祥一郎

ＪＧＭ宇都宮

シード・ウィンザー 朝霞 ウィンザー 古河

古河GL JGM宇都宮 ハーモニー 朝霞

遠藤　銀河

那須野ヶ原 紫あやめ36 ウィンザー 霞南

霞南 グレースリッチ 朝霞 紫あやめ36

鈴木　輝成 廣澤　靖隆

イーストウッド 朝霞

グレースリッチ イーストウッド ハーモニー 朝霞

福田　清孝 磯部　康弘 田中　雄貴 水上　政宏

朝霞 下館 霞南

朝霞 オーチャード ウィンザー

古河 朝霞 紫あやめ36

ハーモニー

霞南朝霞ハーモニー紫あやめ36

朝霞 紫あやめ36 ウィンザー イーストウッド

柴田　博之 薄井　嘉宏

オーチャード

古河 下館 ハーモニー 紫あやめ36

紫あやめ36 下館 朝霞 ＪＧＭ宇都宮

倉持　翔

オーチャード 朝霞 紫あやめ36 イーストウッド

朝霞 霞南 オーチャード 紫あやめ36

紫あやめ36 ウィンザー 朝霞 イーストウッド

下館 紫あやめ36 朝霞 オーチャード

霞南

那須野ヶ原 朝霞 紫あやめ36 ウィンザー

イーストウッド 那須野ヶ原 朝霞

町田　竜成 堀池　宏

朝霞

朝霞 グレースリッチ ハーモニー 古河

古河 朝霞 ウィンザー 霞南

朝霞

朝霞

朝霞 イーストウッド

朝霞 那須野ヶ原 イーストウッド 古河

下館

原田　大雅 仲田　雅信

オーチャード

下館 オーチャード 朝霞 古河

那須野ヶ原 霞南 朝霞 グレースリッチ

グレースリッチ

紫あやめ36 ウィンザー 朝霞 オーチャード

グレースリッチ 朝霞

ハーモニー

オーチャード

紫あやめ36 ハーモニー

ハーモニー 朝霞 紫あやめ36

那須野ヶ原 朝霞 霞南

那須野ヶ原

オーチャード

那須野ヶ原

古河


