
.

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 予選通過コース 予選通過コース 予選通過コース 予選通過コース 時間 予選通過コース 予選通過コース 予選通過コース 予選通過コース

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾘｭｳｾｲ ｽｷﾞﾊﾗ　ｱﾕｷ ｳﾂﾉﾐﾔ　ｾｲｱ ｼﾝｶﾞｷ　ｱﾂｷ ﾊｾｶﾞﾜ　ﾀｶﾔ ﾅｶｻﾞﾄ　ｹﾝﾄ ｴﾝﾄﾞｳ　ｷﾞﾝｶﾞ ｱﾀﾞﾁ　ｿﾗ

小林 龍生 杉原 歩樹 宇都宮 誠充 新垣 厚樹 長谷川 貴優 仲里 健人 遠藤 銀河 安達 大空

ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 那須野ヶ原 北神戸 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 岐阜中央 南山 ｼｰﾄﾞ･ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 正眼寺

ﾀｹｲﾘ　ｿｳﾏ ｽﾄﾞｳ　ﾔﾏﾄ ｲｼｶﾜ　ﾋﾛﾄ ｲｲﾀﾞ　ｶﾅﾒ ｳﾏﾔﾊﾗ　ｷｲﾁ ｲﾂﾎﾞ　ﾕｳｽｹ ﾀﾏｷ　ﾐﾅｷﾞ ﾊﾄｳ　ﾕｳｼﾞ

竹入 颯真 須藤 大和 石川 大翔 飯田 要 馬屋原 軌一 井坪 佑介 玉木 海凪 羽藤 勇司

富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 名古屋広幡 高松 那須野ヶ原 ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 朝霞 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原

ﾐﾀ　ﾀｶｼｹﾞ ｸﾛﾀﾞ　ﾄﾓﾕｷ ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ ｴﾝﾄﾞｳ　ﾘｵ ﾅｶｵ　ﾘｮｳﾀ ｻｶﾓﾄ　ﾕｳｼﾝ ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｼｮｳﾀ ﾅｶｼﾞﾏ　ﾋﾛﾁｶ

三田 貴樹 黒田 智之 藤澤 諒 遠藤 りお 中尾 亮太 坂本 優心 松原 将太 中嶋 大静

京阪 正眼寺 鹿島南 朝霞 千葉よみうり ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ 京阪 小松

ｲｹﾀﾞ　ﾖｳｽｹ ﾌｸﾀ　ｺｳｼ ﾔﾏｼﾀ　ﾏｻﾕｷ ﾀﾅｶ　ﾕｳｷ ﾐｽﾞﾉ　ﾊﾙｷ ｲﾉｳｴ　ｼｭｳ ｷﾝｼﾞｮｳ　ｲﾂｷ ｱｻﾋﾅ　ﾂﾊﾞｻ

池田 洋介 福田 孔思 山下 勝将 田中 雄貴 水野 陽稀 井上 柊 金城 五貴 朝日向 翼

富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ ｱﾘｼﾞ 大阪 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 朝霞 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 正眼寺 八千代

ｳｷﾀ　ﾂﾊﾞｻ ﾌﾙｶﾜ　ﾘｭｳﾉｽｹ ｶﾈｺ　ｺｳﾀ ｶﾐｸﾎﾞ　ﾀｸﾐ ﾊｯﾄﾘ　ﾏｻﾔ ﾆｼｶﾀ　ﾀｲﾁ ﾖｼﾓﾄ　ﾘｭｳﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

宇喜多 飛翔 古川 龍之介 金子 駆大 上久保 拓海 服部 雅也 西片 太一 吉本 龍斗 渡邉 悠斗

岡山空港 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 名古屋港 京阪 名古屋港 朝霞 滋賀甲南 三井の森

8:07 8:07

ﾕﾊﾗ　ﾋｶﾙ ﾌﾙｶﾜ　ｿｳｲﾁﾛｳ ｽｽﾞｷ　ﾘｭｳﾀ ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾘｭｳｺﾞ ｸﾗﾓﾁ　ｶｹﾙ ｸﾁﾅｶ　ｼﾞｭﾝﾔ ｲﾄｳ　ﾄｷﾔ ﾆｼﾜｷ　ﾏｱｸ

湯原 光 古川 惣一朗 鈴木 隆太 松原 隆虎 倉持 翔 口中 准也 伊藤 刻矢 西脇 まあく

名古屋港 高松 紫あやめ 京阪 下館 高松 ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ ｼｰﾄﾞ･京阪

ｵｵｼﾏ　ﾐﾅﾄ ﾅｶﾉ　ﾘﾝﾀﾛｳ ﾀｹｳﾁ　ﾕｳｷ ﾅﾘﾏﾂ　ｼｮｳ ｻｶｸﾞﾁ　ﾘｮｳﾀ ｵｵﾊｼ　ｺｳﾀﾛｳ ｵｵｼﾏ　ﾀｶﾗ ﾎﾘｺｼ　ｶﾝﾀ

大嶋 港 中野 麟太朗 竹内 優騎 成松 翔 阪口 亮太 大橋 浩太朗 大嶋 宝 堀越 勘太

水島 朝霞 正眼寺 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ｱﾘｼﾞ しがらきの森 水島 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

ｲﾜｲ　ｺｳﾀ ｶﾄｳ　ﾏｻﾙ ﾅｶｼﾞﾏ　ﾀｲｿﾞｳ ﾅﾝﾊﾞ　ｼｮｳ ﾀｶﾅｼ　ﾘｮｳｽｹ ﾀﾑﾗ　ﾏｻﾄ ﾔﾏｳﾁ　ﾊﾔﾃ ﾏﾂｼﾀ　ﾕｳｷ

岩井 光太 加藤 將 中嶋 太造 難波 翔 髙梨 涼介 田村 将人 山内 颯 松下 有希

新玉村 高松 小松 ｱｵﾉ 市原ｺﾞﾙﾌ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 高松 小杉

ﾓﾘﾀ　ﾀｸﾐ ｱｼｻﾞﾜ ﾕｳ ﾅｶｻﾞﾜ　ﾀﾞｲｷ ﾐﾌﾈ　ﾕｳﾀﾞｲ ﾌｼﾞﾀ　ｺｳﾄﾞ ｸﾎﾞﾀ　ﾀﾞｲｷ ﾂｶﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ ﾖｼﾀﾞ　ﾏｻﾔ

森田 匠海 芦澤 悠 中澤 大樹 御舩 遊大 藤田 輝人 窪田 大紀 塚本 大輝 吉田 真也

ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 丘の公園清里 六甲国際 奥津 正眼寺 花回廊 昭和の森 滋賀甲南

ﾔﾏﾅｶ　ｼｮｳ ｼｹﾞﾄﾓ　ﾘｮｳ ｽｷﾞﾀ　ﾘｭｳｴｲ ｱｲﾊﾗ　ﾘｮｳﾔ ｳｻﾐ　ﾘｮｳ ﾎｿｶﾜ　ｼﾞｭﾝﾔ ｲﾄｳ　ﾀｲﾗ

山中 頌 重友 稜央 杉田 龍英 相原 諒哉 宇佐見 涼 細川 淳矢 伊藤 泰良

名古屋港 水島 那須野ヶ原 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 水島 ｼｰﾄﾞ･ﾃﾞｲｽﾀｰ

8:52 8:52

ﾆｼﾊﾗ　ｺｳﾔ ﾀｶﾊｼ　ｶｲﾘ ﾉﾑﾗ　ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾖｼﾀﾞ　ﾚﾝ ｲﾜﾀ　ﾀｲｶﾞ ﾀﾏﾅﾁ　ｼｭﾝ ｵｶﾍﾞ　ﾕｳﾄ ﾅｶﾞｲ　ｼｮｳ

西原 豪弥 髙橋 海理 野村 龍太郎 吉田 廉 岩田 大河 棚町 駿 岡部 雄斗 長井 翔

よみうりｳｴｽﾄ 岡山空港 JGM宇都宮 正眼寺 ｼｰﾄﾞ･滋賀甲南 高松 那須野ヶ原 昭和の森

ｵﾉ　ｼｮｳﾉ ｱｷﾔﾏ　ﾘｵ ﾏﾂｲ　ﾕｳｷ ｲﾁﾐﾔ　ｷｮｳｽｹ ｶﾜｸﾞﾁ　ｺｳﾀﾞｲ ｸﾘﾓﾄ　ｶｽﾞﾋﾛ ｵﾀﾞﾊﾗ　ﾄｼﾋﾛ ﾅｶﾞｵｶ　ﾓﾄｷ

小野 省之 秋山 利王 松井 優樹 一宮 京介 川口 倖大 栗本 和博 小田原 敏弘 長岡 元樹

ﾜｰﾙﾄﾞ 北神戸 昭和の森 朝霞 ﾜｰﾙﾄﾞ 千葉よみうり しがらきの森 新玉村

ｷﾝﾊﾞﾗ　ｼﾞｮｳﾔ ｵｶﾞﾜ　ﾘｭｳｾｲ ﾓｳﾘ　ｺｳｲﾁﾛｳ ｻｶﾊﾞ　ﾏｻｷ ｸﾎﾞﾀ　ﾋﾛﾔ ｿﾉﾍﾞ　ｼﾞｭﾝ ｶﾄｳ　ﾘｭｳﾀ ｽｽﾞｷ　ﾀｲｼﾞﾛｳ

金原 丈也 小川 龍清 毛利 浩一郎 坂場 将希 久保田 皓也 園部 潤 加登 隆太 鈴木 泰二郎

ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ 八千代 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 新君津 ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ 紫あやめ ﾏｽﾀｰｽﾞ 紫あやめ

ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ｵｵﾜｷ　ﾄﾓﾔ ﾖｼﾀﾞ　ﾘｮｳﾔ ｲｼｹﾞ　ﾏｺﾄ ｶﾜﾊﾗ　ﾏｻﾋﾛ ﾏｷﾀ　ｲｯｷ ｸﾛｶﾜ　ﾋﾛﾕｷ ﾎｿﾔ　ﾕｳｷ

佐藤 将吾 大脇 僚哉 吉田 良彌 石毛 誠 川原 正寛 牧田 一来 黒川 博之 細谷 祐生

妻沼 正眼寺 瀬板の森 八千代 京阪 小松 高松 八千代

ﾓｳﾘ　ﾓﾄﾌﾐ ﾔｽﾓﾘ　ｶｽﾞｷ ｻｸﾗｲ　ｶﾊﾗ ﾏｴﾀﾞ　ｺｳｷ ﾋﾗｲ　ﾏｻﾔ ｿﾉﾀﾞ　ｺｳｷ ﾀﾆﾓﾄ　ｲﾁﾛｳ ｶﾏﾀｷ　ﾖﾘﾋｻ

毛利 基文 安森 一貴 櫻井 カハラ 前田 晃希 平井 聖也 園田 昂生 谷本 伊知郎 鎌滝 順久

ｼｰﾄﾞ･ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 六甲国際 正眼寺 古河 京阪 JGM宇都宮 ｼｰﾄﾞ･高松 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ

9:37 9:37

ﾎｼﾉ　ﾊｼﾞﾒ ﾏﾊﾘ　ｱﾌﾞﾗﾊﾑ ｵｶﾓﾄ　ﾔｽﾉﾌﾞ ﾐｽﾞﾉ　ﾏｻｵ ﾊﾗﾀﾞ　ﾋﾃﾞｱｷ ﾖｼｻﾞﾜ　ｴｲｽｹ ﾓﾘ　ｼｹﾞﾀｶ

星野 一 マハリ アブラハム 岡本 康伸 水野 正雄 原田 英明 吉澤 栄祐 森 重敬

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 森林公園 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 新君津 名古屋広幡 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ｱｵﾉ

ｷﾀ　ﾕｷﾊﾙ ﾉﾑﾗ　ﾀｶﾋﾛ ﾀｶﾉ　ｹﾝﾀ ｳｴﾀﾞ　ｱﾂｼ ﾄﾐﾅｶﾞ　ｱｷﾄ ｽｽﾞｷ　ｼｮｳｲﾁﾛｳ ﾜﾀﾞ　ﾀｶﾕｷ ﾂﾉﾀﾞ　ﾀｸﾔ

喜田 幸治 野村 卓洋 髙野 健汰 上田 敦士 富永 暁登 鈴木 祥一郎 和田 考行 角田 卓也

よみうりｳｴｽﾄ 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 名古屋広幡 水島 紫あやめ 千葉よみうり 昭和の森

ｶﾜｲ　ｹｲﾀﾛｳ ｼｵﾀ　ﾋﾄｼ ﾊﾗﾀﾞ　ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾉ　ﾐｷｵ ｵｵｸﾎﾞ　ｶﾂﾐ ｻﾄｳ　ﾕｳｷ ﾏｽﾀﾞ　ｶｽﾞﾔ ﾊﾞﾝﾉ　ﾄﾓﾋｻ

河合 敬太郎 塩田 一史 原田 大雅 中野 幹生 大久保 克海 佐藤 雄紀 益田 一也 阪野 智久

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 八千代 朝霞 昭和の森 那須野ヶ原 新君津 よみうりｳｴｽﾄ 名古屋港

ﾄｸﾐﾂ　ﾏｻﾉﾘ ｾﾄｸﾞﾁ　ﾏｻｱｷ ｽｽﾞｷ　ﾀｶﾕｷ ﾖｼﾑﾗ　ｺｳｷ ﾀｹﾀﾞ　ﾀﾞｲｽｹ ﾅｶﾉ　ﾀｶﾋﾛ ﾐﾔﾀﾆ　ﾖｼﾋﾛ ｺﾊﾗ　ｹｲ

徳光 正則 瀬戸口 雅昭 鈴木 貴之 吉村 幸樹 武田 大輔 中野 貴博 宮谷 佳宏 小原 景

瀬板の森 紫あやめ ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 千葉よみうり 昭和の森 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 名古屋広幡

ｱﾍﾞ　ﾏｺﾄ ｶﾜﾍﾞ　ﾋﾛｶｽﾞ ｸｽﾓﾄ　ﾀｶﾌﾐ ﾆｼﾑﾗ　ﾘｮｳ ｵｶﾓﾄ　ﾏｻｵｷ ｳﾉ　ﾉﾌﾞﾋﾛ ﾅﾄﾘ ﾃﾙﾀｶ ﾃﾞｨｰﾝ　ﾛｼﾞｬｰｽ

阿部 誠 河邊 博和 楠元 隆文 西村 涼 岡本 諒興 宇野 信宏 名取 輝高 ディーン ロジャース

朝霞 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 京阪 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 小淵沢 JGM宇都宮

10:22 10:22

ﾁｷﾞﾀ　ｶﾌﾞﾄ ｲｼｶﾜ　ﾕｳｼ ｸﾆﾓﾄ　ｹｲｽｹ ﾊｼﾓﾄ　ﾀｶﾌﾐ ﾔｽﾏ　ｶｲ ﾊｾｶﾞﾜ　ﾉｿﾞﾑ ｳﾂﾉﾐﾔ　ﾏｻｷ ｳｼｼﾞﾏ　ｼｮｳﾔ

千北 嘉太 石川 雄姿 国本 京佑 橋本 貴文 安間 魁 長谷川 望 宇都宮 正暉 牛島 翔也

八千代 那須野ヶ原 千葉よみうり 昭和の森 ﾑｰﾝﾚｲｸ鶴舞 朝霞 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 瀬板の森

ﾄﾘｳﾐ　ｿｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ ｶﾜｺﾞｴ　ﾏｻﾀｶ ﾔﾅｷﾞﾀ　ﾋﾃﾞｷ ｶｼﾞﾔ　ｼｭﾝｽｹ ｻｶﾊﾞ　ﾋﾛｷ ｼﾐｽﾞ　ﾋｻﾉﾘ

鳥海 颯汰 中村 彰 川越 正誉 柳田 秀樹 加治屋 舜介 坂場 大希 清水 寿徳

ｼｰﾄﾞ･日刊ｱﾏ 鹿島南 よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 千葉よみうり 古河 北神戸

参加人数：173人

平成２９年度全日本アマチュアゴルファーズ選手権

22 10:37 22 10:37 -

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

21 10:30 21 10:30

19 10:07 19 10:07

20 10:15 20 10:15

17 9:52 17 9:52

18 10:00 18 10:00

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

16 9:45 16 9:45

14 9:22 14 9:22

15 9:30 15 9:30

12 9:07 12 9:07

13 9:15 13 9:15

8:45

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

11 9:00 11 9:00

9 8:37 9 8:37

10 8:45 - 10

7 8:22 7 8:22

8 8:30 8 8:30

4 7:52 4 7:52

調　　整　　時　　間

6 8:15 6 8:15

5 8:00 5 8:00

調　　整　　時　　間

2 7:37 2 7:37

3 7:45 3 7:45

第1日目組合せ・スタート時間表
開催コース：よみうりゴルフ ウエストコース 2017年6月14日(水)

OUT IN

組 組

1 7:30 1 7:30


