
.

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

早川 直希 棚橋 舜 大嶋 宝 小林 龍生 吉田 良彌 山下 典佑 細野 勇策 丹羽 海太

WF名古屋港 正眼寺 水島 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 ｼｰﾄﾞ･日刊ｱﾏ 小松 宇部72江畑池 京阪

稲波 勇茂 菱田 健斗 岡部 雄斗 鈴木 隆太 照沼 純平 浅井 大和 田 修成 東 幸司

ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ WF名古屋港 新玉村 ｼｰﾄﾞ･紫あやめ36 唐沢GC三好 WF名古屋港 滋賀甲南 昭和の森

篠﨑 勇真 信田 風樹 横山 翔伍 町田 真二 横須賀 可典 沢田 新 坂本 優心 中 志哉

古河 正眼寺 ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ 新玉村 那須野ヶ原 小松 瀬板の森北九州 富士　山中湖

中村 一隆 松浦 佑斎 児玉 章太郎 眞﨑 敏寛 田村 祐樹 田中 賢吾 毛利 浩一郎 萩原 健斗

朝霞 岡山空港 瀬板の森北九州 妻沼 朝霞 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ ダンロップ 丘の公園清里

柏俣 結生 門田 健太郎 大嶋 港 森 和久 井坪 佑介 湯原 光 松井 貴鋭 鈴木 亮司

那須野ヶ原 正眼寺 水島 花回廊 朝霞 WF名古屋港 京阪 昭和の森

池 由哉 野村 昴生 服部 滋多 黒滝 公彦 小林 靖夫 牧 司 四位 洸太郎 上畠 哲

那須野ヶ原 小杉 前橋 昭和の森 下館 名古屋広幡 瀬板の森北九州 昭和の森

須山 祐介 マハリ アブラハム 三田 貴樹 篠田 裕邦 阿部 莞太郎 上田 敦士 仲里 健人 阿部 俊幸

ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ WF森林公園 京阪 昭和の森 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 南山 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ

大友 陽介 青山 晃大 大森 崇弘 白井 佑 遠矢 祐希 堤 龍司 井上 智旺 篠原 雷登

朝霞 ｼｰﾄﾞ･WF名古屋港 富士見高原 西神戸 ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 北神戸 昭和の森

赤塚 成斗 江口 勇也 庄司 祐貴 岩波 肇 森山 善和 大岩 慶尚 友藤 大貴 牧田 一来

下館 八千代 西神戸 富士見高原 那須野ヶ原 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 ダンロップ 小松

早瀬 瑛太 蔡 政儒 辻田 晴也 志村 武男 佐藤 翔太 清水 蔵之介 堀内 利信 奥田 祐司

ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 北神戸 三井の森 朝霞 紫あやめ36 昭和の森 ダンロップ

大川 勢矢 藁谷 和一 世良 博 渋谷 晃太郎 工藤 大河 中戸 孝嘉 後藤 樹生 森山 錬

ＪＧＭ宇都宮 デイスター 瀬板の森北九州 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞ 八千代 ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ 千葉よみうり

中澤 大樹 鈴木 秀俊 白樫 甲志朗 星野 一 関 将太 藤本 和大 吉田 圭佑 中島 央樹

ｼｰﾄﾞ･六甲国際 新君津 京阪 丘の公園清里 ｼｰﾄﾞ･ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 新君津 武庫ﾉ台 千葉よみうり

宇喜多 飛翔 安蒜 真輝 村上 浩一 小峰 教司 久保田皓也 白石 哲也 松本 岳士 花村 秀太

ｼｰﾄﾞ･岡山空港 デイスター 北神戸 富士　山中湖 ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ デイスター 瀬板の森北九州 鹿島南蓼科

末広 大地 三浦 徳光 松友 涼祐 若菜 紳一郎 亥飼 台 井上 智一 藤山 開晟 中川 麻呂

那須野ヶ原 千葉よみうり 花回廊 丘の公園清里 那須野ヶ原 デイスター 武庫ﾉ台 京阪

梅内 秀太郎 中山 和成 杉本 保之 坂田 一真 佐々木 賢 尾野 武司 中村 聡泰 志村 幸一

朝霞 ﾑｰﾝﾚｲｸ鶴舞 昭和の森 デイスター ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ デイスター ダンロップ 富士　山中湖

柚木 将吾 武田 大輔 兼松 利幸 加治屋 龍之介 長野 京介 坂本 将規 山上 寛海 田代 良平

那須野ヶ原 デイスター 正眼寺 昭和の森 那須野ヶ原 隨縁ＣＣ　恵庭Ｃ 岡山空港 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ

千葉 涼晴 塩田 一史 岡本 諒興 吉村 幸樹 石毛 誠 生駒 怜児 朝日向 翼 鎌滝 順久

ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南 八千代 京阪 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 千葉よみうり 八千代 ｼｰﾄﾞ･富士　山中湖

若有 宣彦 篠崎 響 安田 勇二 山田 健悟 小屋 将一朗 田邉 練 杉浦 茂樹 小澤 玲央

ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞ 千葉よみうり 正眼寺 昭和の森 那須野ヶ原 市原 名古屋広幡 丘の公園清里

橋本 健 金山 直道 藤田 尚人 篠原 株登 細谷 幹 佐藤 雄紀 深川 雅央 芦澤 悠

下館 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 正眼寺 昭和の森 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 新君津 名古屋広幡 ｼｰﾄﾞ･丘の公園清里

鈴木 優大 河内 勝行 磯部 伊知郎 藤澤 諒 菊地 一郎 小林 拳史郎 石川 勲 豊里 裕士

那須野ヶ原 デイスター WF名古屋港 新玉村 那須野ヶ原 デイスター WF森林公園 南山

前田 晃希 灰谷 幸家 植村 浩和 城野 寛登 石毛 一輝 福田 正平 山川 斗夢 毛利 大河

ｼｰﾄﾞ･古河 小杉 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 高松 ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南 新君津 亀山 小杉

吉田 壮一郎 平沼 宏康 濱津 拓真 菊池 悠斗 谷本 伊知郎 鳥海 颯汰 園田 昂生 村見 双汰

昭和の森 名古屋広幡 新玉村 京阪 デイスター ｼｰﾄﾞ･日刊ｱﾏ ｼｰﾄﾞ･JGM宇都宮 ダンロップ

参加人数：176人 競技委員長　加藤　義孝

１．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。

２．病気、事故などのため参加を取止める場合は、必ず事前にグレースリッジカントリークラブ（022-281-6555）へ連絡すること。

全日本アマチュアゴルファーズ選手権

開催コース：グレースリッジカントリークラブ 2018年6月13日(水)

OUT IN

組 組

１日目ペアリング

1 7:00 23 7:00

2 7:09 24 7:09

3 7:18 25 7:18

4 7:27 26 7:27

5 7:36 27 7:36

6 7:45 28 7:45

7 7:54 29 7:54

8 8:03 30 8:03

9 8:12 31 8:12

10 8:21 32 8:21

11 8:30 33 8:30

12 8:39 34 8:39

13 8:48 35 8:48

14 8:57 36 8:57

15 9:06 37 9:06

16 9:15 38 9:15

17 9:24 39 9:24

18 9:33 40 9:33

19 9:42 41 9:42

20 9:51 42 9:51

21 10:00 43 10:00

22 10:09 44 10:09


