
.

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

木田 義彦 木村 正宏 高橋 昌美 髙本 大士 井上 泰人 鎌滝 順久 塩津 翔平 樋口 丈洋

ﾏｽﾀｰｽﾞ 下館 富士･山中湖 よみうりｳｴｽﾄ ﾜｰﾙﾄﾞ 紫あやめ36 岡山空港 鹿島南蓼科

加藤 洋 川見 健一 早川 直希 牧瀬 直行 飯田 和利 中島 仁三 西川 忠克 古田 善英

新玉村 よみうりｳｴｽﾄ 亀山 昭和の森 大阪 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 正眼寺

秋山 友陽 金田 崇宏 水野 竜夫 宮脇 啓介 井上 浩司 津村 英明 堀江 典央 山本 靖

ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 瀬板の森北九州 千葉よみうり 昭和の森 滋賀甲南 定光寺 朝霞

白髭 慎一 中島 有二 藤本 和大 森 孝宏 川越 正誉 杉浦 一 中根 丈嘉 宮本 正大

北神戸 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 正眼寺 よみうりｳｴｽﾄ 静岡よみうり 名古屋港 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

海老澤 唯 小田原 敏弘 森野 勝義 神田 篤 黒澤 正之 髙橋 勝利 中井 克佳

新君津 名古屋港 岡山空港 高松 CRC三重ﾌｪﾆｯｸｽ 古河 高松

8:07 8:07

笠原 義也 北村 久人 崔 洋国 野崎 宏宇 伊藤 淳二 久保 貴司 間庭 一樹 吉田 壮一郎

ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 京都大原 朝霞 千葉よみうり ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 亀山 京阪 昭和の森

安里 博治 片岡 茂樹 金岡 秀行 中川 裕一 君島 勇人 栗本 智充 丸石 勝也 山村 憲人

大阪 CRC三重ﾌｪﾆｯｸｽ 鹿島南蓼科 京阪 那須野ヶ原 富士･山中湖 よみうりｳｴｽﾄ 名古屋港

有我 栄一郎 小山 宏充 村田 靖司 森田 康彦 一居 忠夫 中澤 獎太 廣畑 明 前川 瑞輝

よみうりｺﾞﾙﾌ ｳｨｰｺﾞ ｼｰﾄﾞ･京都大原 正眼寺 大阪 千葉よみうり ｱﾘｼﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞ

出浦 功 黒川 博之 今野 正吾 西海 元彦 石原 光浩 芝田 康司 杉浦 茂樹 横須賀 可典

富士･山中湖 高松 名古屋港 よみうりｳｴｽﾄ 八千代 よみうりｳｴｽﾄ 名古屋広幡 那須野ヶ原

池田 武志 今西 弘幸 久保田 泰生 藤城 経真 荒井 将栄 塩田 一史 原田 英明 渡部 美和

JGM宇都宮 CRC三重ﾌｪﾆｯｸｽ ﾜｰﾙﾄﾞ 千葉よみうり ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｼｰﾄﾞ･ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈 森林公園 新君津

8:52 8:52

木村 仁 阪野 智久 福岡 史剛 三澤 孝至 小倉 隆太郎 木下 輝洋 鈴木 雅弘 福本 徹

ｼｰﾄﾞ･ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 名古屋港 よみうりｳｴｽﾄ よみうりｺﾞﾙﾌ 小杉 千葉よみうり 紫あやめ36 北神戸

神取 佑樹 田中 陽介 田村 直樹 横田 圭右 生水 大輔 榊原 吉規 中村 一博 中山 和成

新君津 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 正眼寺 清里 ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 古河

鈴木 翔 高原 拓也 谷本 伊知郎 長島 洋介 勝田 兵吉 兼松 利幸 小峰 尚宏 志賀 裕幸

ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｼｰﾄﾞ･高松 ﾑｰﾝﾚｲｸ鶴舞 JGM宇都宮 正眼寺 高松 よみうりｺﾞﾙﾌ

大森 信男 藤本 道徳 山城 隆男 吉岡 進 井上 薫 徳世 忠司 中村 光浩 マハリ・アブラハム

CRC三重ﾌｪﾆｯｸｽ よみうりｳｴｽﾄ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 昭和の森 ﾜｰﾙﾄﾞ ﾃﾞｲｽﾀｰ ｱｵﾉ ｼｰﾄﾞ･名古屋港

岡本 康伸 河野 真一 橋詰 健二 三浦 徳光 土田 恭章 豊島 康司 林 明 米沢 利文

ﾏｽﾀｰｽﾞ ｼｰﾄﾞ･市原 正眼寺 千葉よみうり 昭和の森 奥津 北神戸 小杉

9:37 9:37

佐藤 尊則 中原 勇季 長野 智之 和田 真 伊藤 耕治 井上 智一 河合 聡一郎 宮谷 佳宏

ﾃﾞｲｽﾀｰ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 古河 ｼｰﾄﾞ･滋賀甲南 紫あやめ36 高松 名古屋広幡 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ

井上 正彦 竹平 卓生 田島 浩史 平田 弘樹 阿部 悟 大西 祐司 林 順之亮 山本 秀樹

よみうりｳｴｽﾄ 紫あやめ36 名古屋広幡 北神戸 高松 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 朝霞 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ

北谷 孝幸 衣笠 洋司 千葉 実 森口 智則 飯田 健作 鬼束 晃司 鈴木 泰二郎 廣瀬 淳一

西神戸 JGM宇都宮 富士･山中湖 ｱﾘｼﾞ 岡山空港 千葉よみうり ｼｰﾄﾞ･ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 森林公園

阿部 元則 酒井 進 染谷 栄 畠山 真一 清川 博 坂倉 重信 高岡 克彦 播口 真午

富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 森林公園 古河 武庫ﾉ台 市原 大阪 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 名古屋港

臼井 圭介 関 淳悟 世良田 紘平 山本 竜佑 名須川 勝幸 西川 良太 広瀬 稔 渡邊 将人

高松 亀山 ｱｵﾉ 昭和の森 よみうりｳｴｽﾄ 小杉 昭和の森 西神戸

10:22 10:22

猿山 隆二 弦巻 淳一 徳田 敏行 藤川 厚史 浅田 哲也 川上 浩司 近藤 勝則 水谷 友哉

市原 古河 京都大原 高松 千葉よみうり 滋賀甲南 名古屋港 ｽﾘｰﾚｲｸｽ

参加人数：167人

-

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

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

11 9:00 11 9:00

9 8:37 9 8:37

10 8:45 10 8:45

7 8:22 7 8:22

8 8:30 8 8:30

調　　整　　時　　間

6 8:15 6 8:15

5 8:00 5 8:00

調　　整　　時　　間

3 7:45 3 7:45

4 7:52 4 7:52

平成３０年度全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権
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 2018年9月18日(火)

OUT IN

7:30

2 7:37 2 7:37

組 組

1 7:30 1


