
.

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

親松 久幸 赤藤 修司 河邊 雄一郎 斉藤 大翔 増田 武久 栗本 智充 藤本 政光

富士山中湖 妻沼 昭和の森 前橋 清里 富士山中湖 昭和の森

関口 洋一 片野 誠一 加藤 了資 井出 太陽 出口 哲教 木屋 嘉章 眞﨑 敏寛 長井 翔

富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 富士山中湖 三井の森 昭和の森 新玉村 富士山中湖 妻沼 昭和の森

鈴関 純樹 辺土名 芳彦 田中 孝幸 花村 秀太 久保田 慎 本木 健一 茅野 弘司 中 志哉

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

高山 正二 岩出 浩正 春日 宏之 宮腰 健太 佐藤 順二 吉村 孝紀 長浜 広喜 中村 彰

富士山中湖 新玉村 小淵沢 昭和の森 富士見高原 昭和の森 ※富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 清里

松井 光明 永野 章男 長沼 陽一 岡部 雄斗 岡村 平 志村 幸一 若菜 紳一郎 服部 滋多

昭和の森 富士山中湖 鹿島南 新玉村 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ ※富士山中湖 清里 前橋

關橋 光一 武蔵 圭太 柴崎 哲也 奥村 俊之 城 和春 川村 直樹 EVERTON　MIMOTO 加治屋　龍之介

富士山中湖 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 妻沼 新玉村 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 小淵沢 富士見高原 昭和の森

東 幸司 矢下 博之 萩原 竜 相原 涼汰 市川 裕司 田中 二郎 黒石 公一 佐藤 健裕

昭和の森 小淵沢 三井の森 妻沼 富士見高原 ※昭和の森 ｳｨｰｺﾞ 三井の森

出竹 勇 城ノ内 豪 三内 康弘 石巻 貴羅 鮫島 均 杉本 保之 中川 拓麻 池田 洋介

富士見高原 ※富士山中湖 昭和の森 清里 富士山中湖 昭和の森 新玉村 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ

星野 一 浅野 祐司 出浦 功 千葉 竜聖 工藤 勝美 菅野 大太 野村 卓洋 梶原 祐司

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

長岡 元樹 守屋 直樹 松本 正之 佐藤 友哉 星野 吉計 岩浪 英五 池田 武史 塩沢 佑太

ｼｰﾄﾞ･新玉村 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 新玉村 富士山中湖 昭和の森 三井の森 妻沼

樋口 丈洋 阿部 俊幸 小山 智之 星野 恵太 岩波 肇 石田 哲次郎 岩垂 一博 吉川 太郎

清里 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ ※妻沼 前橋 富士見高原 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 妻沼 昭和の森

8:58 8:58

加藤 省志 石原 輝彦 萩原 健斗 本間 淳一 堀内 利信 渡邉 竜太 濱津 拓真

昭和の森 富士山中湖 清里 富士山中湖 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 新玉村

吉岡 進 坪井 大 為沢 光紀 藤澤 諒 小川 彰宏 上畠 哲 保坂 文章 吉間 浩司

昭和の森 妻沼 富士山中湖 新玉村 妻沼 昭和の森 富士山中湖 前橋

河邊 博和 花田 和広 岡崎 伸一 平野 誠一 植松 弘幸 木村 元一 堀之内 佳武

ｼｰﾄﾞ･富士山中湖 富士見高原 昭和の森 妻沼 清里 富士山中湖 昭和の森

関 宏 小峰 教司 篠原 株登 里見 貴弘 三枝 隆雄 木佐貫 誠 阿部 元則

新玉村 富士山中湖 昭和の森 昭和の森 清里 妻沼 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ

町田 真二 尾泉 輝隆 田中 崇志 篠原 雷登 山田 徹 黒滝 公彦 岩田 英司 星野 勇太

新玉村 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ ｳｨｰｺﾞ 昭和の森 三井の森 昭和の森 妻沼 前橋

吉田 壮一郎 竹原 宏 竹馬 正広 楠原 竜太朗 鎌滝 順久 山田 豊 田代 良平 藤澤 龍人

昭和の森 富士山中湖 ※新玉村 昭和の森 ｼｰﾄﾞ･富士山中湖 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 富士山中湖

大塚 邦彦 児山 和弘 原藤 孝 山田 竜輝 鈴木 亮司 坂本 晋一 古谷 新吾 小澤 玲央

三井の森 昭和の森 清里 ※富士山中湖 昭和の森 妻沼 ※富士山中湖 清里

大森 崇弘 畑中 良介 林 篤志 吉村 幸樹 芦澤 悠 阿部 忠臣 山本 優 小塚 真悟

富士見高原 昭和の森 清里 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ ｼｰﾄﾞ･清里 昭和の森 鹿島南 前橋

薗 保治 篠田 裕邦 髙橋 洋平 堀口 政人 後藤 哲二 海老澤 唯 齋藤 賢司 内田 典明

富士山中湖 昭和の森 妻沼 前橋 妻沼 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 昭和の森 清里

西野 英司 吉野 文規 菅野 博 山田 健悟 山本 直樹 志村 武男 羽石 有宜 江口 裕輔

昭和の森 妻沼 富士山中湖 昭和の森 昭和の森 三井の森 妻沼 昭和の森

鈴木 チアゴ 井上 真煕 今井 良昌 滝沢 勲 玉置 敏光 高野 壮登 清水 公一

妻沼 昭和の森 清里 前橋 富士山中湖 昭和の森 清里

注） 出場コース名に※印はウェイティングによる出場者

1 本競技の上位36名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りやめる場合は、必ず事前に清里ゴルフコース（0551－48－3456）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。

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

期日：2018年5月23日（水）開催コース：丘の公園　清里ゴルフコース　　参加人数：171名

1 7:30 1 7:30 -

第1日目組合せおよびスタート時間表

OUT IN

組 組

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

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

12 9:06 12 9:06

10 8:42 10 8:42

11 8:50 11 8:50

13 9:14 13 9:14

14 9:22 14 9:22

15 9:30 15 9:30

16 9:38 16 9:38

17 9:46 17 9:46

18 9:54 18 9:54

19 10:02 19 10:02

20 10:10 20 10:10

10:26

21 10:18 21 10:18

22 10:26 - 22


