
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

村山 真樹 野村 卓洋 塚本 大輝 山内 一茂 高瀬 基次 峯村 学 角田 幸一 渡辺 敏行

三井の森 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 昭和の森 清里 昭和の森 三井の森 前橋 昭和の森

高橋 昌美 松浦 周平 吉岡 進 山本 優 今野 修明 大場 邦夫 島田 保 井出 太陽

富士山中湖 ｳｨｰｺﾞ 昭和の森 鹿島南 富士山中湖 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 妻沼 昭和の森

大神田 充 大月 康司 長浜 広喜 吉田 直樹 河邊 博和 佐藤 貴輝 白 源正 樋口 丈洋

昭和の森 富士見高原 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 昭和の森 富士山中湖 昭和の森 新玉村 鹿島南

大森 崇弘 角田 卓也 白井 陸 鮫島 均 吉沢 己咲 大津 岩男 竹原 宏 寺本 貢尚

富士山中湖 昭和の森 ｳｨｰｺﾞ 富士山中湖 前橋 昭和の森 富士山中湖 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ

浅田 カレラ 伴場 信吾 為沢 光紀 田村 康一 志村 幸一 小峰 教司 市川 裕久 岩井 光太

新玉村 昭和の森 富士山中湖 昭和の森 富士山中湖 昭和の森 富士見高原 新玉村

川村 哲一 榛沢 隆夫 星野 一 西山 健一郎 細野 正明 長井 翔 内田 裕 荻野 順一郎

三井の森 昭和の森 富士山中湖 三井の森 富士山中湖 昭和の森 三井の森 新玉村

星野 節二 親松 久幸 渡邉 悠斗 薗 保治 徳世 忠司 山本 賀英 柏原 弘信

新玉村 富士山中湖 三井の森 富士山中湖 新玉村 清里 ｳｨｰｺﾞ

藤澤 諒 今泉 篤基 塩野目 龍一 島﨑 良知 岡田 順一 出浦 功 清水 公一 長谷川 裕一

鹿島南 三井の森 昭和の森 新玉村 昭和の森 富士山中湖 清里 昭和の森

小澤 友 寺澤 喜一 真舩 龍二 吉田 篤史 出竹 勇 竹田 純二 岡崎 利明 小張 秀勝

昭和の森 ｳｨｰｺﾞ 富士山中湖 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 富士見高原 富士山中湖 小淵沢 昭和の森

山口 大介 陣野 和久 石川 進 中野 幹生 世古 祐飛 佐藤 修久 高田 豪 赤松 弘邦

富士山中湖 清里 三井の森 昭和の森 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 昭和の森 清里

春日 宏之 貞廣 祐孝 竹下 健太 中川 拓麻 渡辺 清明 小澤 徹 松井 優樹 石原 克己

小淵沢 富士山中湖 三井の森 妻沼 三井の森 前橋 昭和の森 妻沼

森本 守 田中 正記 上原 挑夢 豊倉 遵也 浜崎 力 新垣 厚樹 市川 裕司 小紫 陸

富士山中湖 鹿島南 前橋 昭和の森 富士山中湖 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 富士見高原 昭和の森

雨宮 一也 篠原 雷登 大木 克昭 武松 将寛 竹入 晟生 塙 隆志 岩出 浩正 岩浪 英五

小淵沢 昭和の森 三井の森 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 三井の森 妻沼 昭和の森

山岸 宥喜 佐藤 将吾 鎌滝 順久 林 宗史 小野寺 博也 吉野 達也 西山 大翔 栗本 智充

前橋 妻沼 富士山中湖 昭和の森 妻沼 富士山中湖 前橋 富士山中湖

芦澤 悠 衣笠 洋司 木屋 嘉章 松本 正之 庄司 剛 篠田 裕邦 坪井 大 山田 豊

清里 昭和の森 富士山中湖 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 小淵沢 昭和の森 妻沼 鹿島南

宮本 英門 橋本 貴文 吉村 幸樹 田中 孝幸 谷口 徹 戸村 拓郎 関口 洋一

鹿島南 昭和の森 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 三井の森 富士山中湖 昭和の森 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ

岩波 肇 星野 勇太 岩垂 一博 鈴木 俊昭 野口 裕太 阿部 悟 名取 輝高 奥村 俊之

富士見高原 前橋 妻沼 昭和の森 ｼｰﾄﾞ･富士山中湖 昭和の森 小淵沢 新玉村

中村 彰 佐々木 賢 長岡 元樹 岡村 平 中野 貴博 髙木 寿由貴 小澤 翼 山田 豊

鹿島南 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 新玉村 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 昭和の森 ｳｨｰｺﾞ 三井の森 昭和の森

長江 幸夫 高橋 岳男 茂串 年男 桐生 慎太郎 大久保 隆 平野 大樹 深澤 佑介 石川 誠

昭和の森 富士見高原 前橋 鹿島南 ｳｨｰｺﾞ 富士山中湖 昭和の森 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ

坂 航 佐藤 雅彦 関 正幸 広瀬 稔 林 久仁彦 木村 大輔 大家 成登

妻沼 昭和の森 富士山中湖 昭和の森 昭和の森 前橋 鹿島南

後藤 哲二 白谷 文春 齋藤 大輝 矢島 真 齊藤 賢司 黒澤 雅行 町田 真二 吉田 壮一郎

妻沼 昭和の森 新玉村 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 昭和の森 三井の森 妻沼 昭和の森

大久保 学 山田 健悟 勝田 兵吉 迫田 勝芳 大塚 邦彦 山田 竜輝 吉田 知宏 新井 一史

富士山中湖 昭和の森 ｼｰﾄﾞ･日刊ｱﾏ 富士山中湖 三井の森 富士山中湖 昭和の森 前橋

堀内 利信 田嶋 久敬 大谷 明弘 堀口 政人 牧瀬 直行 池田 洋介 木村 元一 志村 武男

昭和の森 小淵沢 昭和の森 前橋 昭和の森 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 富士山中湖 三井の森

井上 浩司 小川 彰宏 武蔵 圭太 鈴木 亮司 EVERTONMIMOTO 綿貫 渉 竹入 颯真 田中 友也

昭和の森 妻沼 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 昭和の森 鹿島南 昭和の森 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 富士山中湖

秋山 拓海 江口 裕輔 羽田 茂徳 布施 政也

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 昭和の森 小淵沢 三井の森

注）

１．本競技の上位２４人が全日本決勝競技への出場資格を得る。

２．組合せおよびスタート時間は、欠席者があった場合は変更することがある。

３．病気、事故などのため参加を取止める場合は、必ず事前に鹿島南蓼科GC（0266-76-2222）へ連絡すること。

４．無断欠席の場合、来年度の本競技を含め１年間の競技出場を停止する。

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B地区決勝

OUT IN

組 組

第１日目組合せおよびスタート時間表

期日：2017年5月24日(水)　　開催コース：鹿島南蓼科ゴルフコース　　参加人数：196人

1 7:30 1 7:30

2 7:38 2 7:38

3 7:46 3 7:46

4 7:54 4 7:54

5 8:02 5 8:02

6 8:10 6 8:10

7 8:18 7 8:18

8 8:26 8 8:26

9 8:34 9 8:34

10 8:42 10 8:42

11 8:50 11 8:50

12 8:58 12 8:58

13 9:06 13 9:06

14 9:14 14 9:14

15 9:22 15 9:22

16 9:30 16 9:30

17 9:38 17 9:38

18 9:46 18 9:46

19 9:54 19 9:54

20 10:02 20 10:02

21 10:10 21 10:10

22 10:18 22 10:18

25 10:42 10:42 調　　整　　時　　間

23 10:26 23 10:26

24 10:34 24 10:34

主催：（公社）日本パブリックゴルフ協会 


