
.

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

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82

ｱﾍﾞ　ﾓﾄﾉﾘ ﾔﾏﾓﾄ　ﾘｮｳｽｹ ｱｷﾔﾏ　ﾄﾓｱｷ ﾂﾑﾗ　ﾋﾃﾞｱｷ ﾉｻﾞｷ　ﾋﾛｷ ｷﾐｼﾞﾏ　ﾊﾔﾄ ﾌｼﾞｼﾛ　ﾂﾈﾏｻ ｽｷﾞｳﾗ　ｼｹﾞｷ

阿部 元則 山本 竜佑 秋山 友陽 津村 英明 野崎 宏宇 君島 勇人 藤城 経真 杉浦 茂樹

富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 昭和の森 ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸ 滋賀甲南 千葉よみうり 那須野ヶ原 千葉よみうり 名古屋広幡

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82

ﾖｺﾀ　ｹｲｽｹ ｺﾐﾈ　ﾅｵﾋﾛ ｷﾇｶﾞｻ　ﾖｳｼﾞ ｱﾍﾞ　ｻﾄﾙ ﾀｶﾊﾗ　ﾀｸﾔ ﾓﾘｸﾞﾁ　ﾄﾓﾉﾘ ﾊﾘｸﾞﾁ　ｼﾝｺﾞ ﾌｼﾞｶﾜ　ｱﾂｼ

横田 圭右 小峰 尚宏 衣笠 洋司 阿部 悟 高原 拓也 森口 智則 播口 真午 藤川 厚史

正眼寺 高松 JGM宇都宮 高松 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｱﾘｼﾞ 名古屋港 高松

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ﾌｼﾞﾓﾄ　ｶｽﾞｵ ﾀｶﾊｼ　ｶﾂﾄｼ ﾖｼﾀﾞ　ｿｳｲﾁﾛｳ ﾓﾘﾀ　ﾔｽﾋｺ ﾊﾔｶﾜ　ﾅｵｷ ｶﾏﾀｷ　ﾖﾘﾋｻ ﾅｶｼﾏ　ﾋﾄﾐ ﾅｶｲ　ｶﾂﾖｼ

藤本 和大 髙橋 勝利 吉田 壮一郎 森田 康彦 早川 直希 鎌滝 順久 中島 仁三 中井 克佳

ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 古河 昭和の森 正眼寺 亀山 紫あやめ36 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 高松

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ｾｷ　ｼﾞｭﾝｺﾞ ﾀｶｵｶ　ｶﾂﾋｺ ｶﾄｳ　ﾋﾛｼ ﾏｷｾ　ﾅｵﾕｷ ｺﾔﾏ　ﾋﾛﾐﾂ ﾌｸｵｶ　ﾌﾐﾀｶ ｵｸﾞﾗ　ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾄｸｾ　ﾀﾀﾞｼ

関 淳悟 髙岡 克彦 加藤 洋 牧瀬 直行 小山 宏充 福岡 史剛 小倉 隆太郎 徳世 忠司

亀山 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 新玉村 昭和の森 ｳｨｰｺﾞ よみうりｳｴｽﾄ 小杉 ﾃﾞｲｽﾀｰ

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84

ｱﾗｲ　ﾏｻﾋﾃﾞ ｶﾝﾄﾞﾘ　ﾕｳｷ ｽｽﾞｷ　ｼｮｳ ﾊｼﾂﾞﾒ　ｹﾝｼﾞ ｲﾄｳ　ｺｳｼﾞ ｻｶｲ　ｽｽﾑ ﾋﾛｾ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ｶﾜﾐ　ｹﾝｲﾁ

荒井 将栄 神取 佑樹 鈴木 翔 橋詰 健二 伊藤 耕治 酒井 進 廣瀬 淳一 川見 健一

ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 新君津 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 正眼寺 紫あやめ36 森林公園 森林公園 よみうりｳｴｽﾄ

8:07 8:07

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84

ﾐｻﾜ　ﾀｶﾕｷ ﾔﾏｼﾛ　ﾀｶｵ ﾅｶﾊﾗ　ﾕｳｷ ｸﾎﾞ　ﾀｶｼ ﾀｶﾓﾄ　ﾀﾞｲｼ ｶﾈｵｶ　ﾋﾃﾞﾕｷ ｲﾄｳ　ｼﾞｭﾝｼﾞ ｺﾝﾉ　ｼｮｳｺﾞ

三澤 孝至 山城 隆男 中原 勇季 久保 貴司 髙本 大士 金岡 秀行 伊藤 淳二 今野 正吾

よみうりｺﾞﾙﾌ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 亀山 よみうりｳｴｽﾄ 鹿島南蓼科 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 名古屋港

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84

ｶﾜｶﾐ　ﾋﾛｼ ｲﾉｳｴ　ﾔｽﾋﾄ ｼﾗﾋｹﾞ　ｼﾝｲﾁ ｶﾜｺﾞｴ　ﾏｻﾀｶ ｷﾑﾗ　ﾋﾄｼ ｽｽﾞｷ　ﾏｻﾋﾛ ﾖｼｵｶ　ｽｽﾑ ｲﾉｳｴ　ｶｵﾙ

川上 浩司 井上 泰人 白髭 慎一 川越 正誉 木村 仁 鈴木 雅弘 吉岡 進 井上 薫

滋賀甲南 ﾜｰﾙﾄﾞ 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ ｼｰﾄﾞ･ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 紫あやめ36 昭和の森 ﾜｰﾙﾄﾞ

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ﾊﾗﾀﾞ　ﾋﾃﾞｱｷ ﾀﾅｶ　ﾖｳｽｹ ﾆｼｶﾜ　ﾘｮｳﾀ ﾐｽﾞﾀﾆ　ﾄﾓﾔ ｷﾖｶﾜ　ﾋﾛｼ ｲｲﾀﾞ　ｶｽﾞﾄｼ ﾔﾏﾓﾄ　ﾔｽｼ ｸﾛｻﾜ　ﾏｻﾕｷ

原田 英明 田中 陽介 西川 良太 水谷 友哉 清川 博 飯田 和利 山本 靖 黒澤 正之

森林公園 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 小杉 ｽﾘｰﾚｲｸｽ 市原 大阪 朝霞 CRC三重ﾌｪﾆｯｸｽ

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ﾓﾘ　ﾀｶﾋﾛ ｷﾀﾑﾗ　ﾋｻﾄ ﾅｶｻﾞﾜ　ｼｮｳﾀ ｲﾏﾆｼ　ﾋﾛﾕｷ ｱｻﾄ　ﾋﾛｼﾞ ｸﾘﾓﾄ　ﾄﾓﾐﾂ ｵｶﾓﾄ　ﾔｽﾉﾌﾞ ﾀｹﾋﾗ　ﾀｸｵ

森 孝宏 北村 久人 中澤 獎太 今西 弘幸 安里 博治 栗本 智充 岡本 康伸 竹平 卓生

正眼寺 京都大原 千葉よみうり CRC三重ﾌｪﾆｯｸｽ 大阪 富士･山中湖 ﾏｽﾀｰｽﾞ 紫あやめ36

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ｻｶｷﾊﾞﾗ　ﾖｼﾉﾘ ﾜﾀﾞ　ﾏｺﾄ ｶﾈﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ ｵﾀﾞﾊﾗ　ﾄｼﾋﾛ ﾊﾔｼ　ｼﾞｭﾝﾉｽｹ ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾃﾞｷ ｿﾒﾔ　ｻｶｴ ｳｽｲ　ｹｲｽｹ

榊原 吉規 和田 真 金田 崇宏 小田原 敏弘 林 順之亮 山本 秀樹 染谷 栄 臼井 圭介

ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 ｼｰﾄﾞ･滋賀甲南 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 名古屋港 朝霞 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 古河 高松

8:52 8:52

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86

ﾏｴｶﾜ　ﾐｽﾞｷ ﾋﾛﾊﾀ　ｱｷﾗ ｼﾊﾞﾀ　ｺｳｼﾞ ﾌｸﾓﾄ　ﾄｵﾙ ﾅｽｶﾜ　ｶﾂﾕｷ ｺﾝﾄﾞｳ　ｶﾂﾉﾘ ｲﾉｳｴ　ｺｳｼﾞ ﾐｳﾗ　ﾉﾘﾐﾂ

前川 瑞輝 廣畑 明 芝田 康司 福本 徹 名須川 勝幸 近藤 勝則 井上 浩司 三浦 徳光

ﾏｽﾀｰｽﾞ ｱﾘｼﾞ よみうりｳｴｽﾄ 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ 名古屋港 昭和の森 千葉よみうり

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87

ｲﾉｳｴ　ﾏｻﾋｺ ｵﾆﾂｶ　ｺｳｼﾞ ﾐｽﾞﾉ　ﾀﾂｵ ﾏﾆﾜ　ｶｽﾞｷ ﾋﾗﾀ　ﾋﾛｷ ｻﾙﾔﾏ　ﾘｭｳｼﾞ ｱｻﾀﾞ　ﾃﾂﾔ ﾐﾔﾓﾄ　ﾏｻﾋﾛ

井上 正彦 鬼束 晃司 水野 竜夫 間庭 一樹 平田 弘樹 猿山 隆二 浅田 哲也 宮本 正大

よみうりｳｴｽﾄ 千葉よみうり 瀬板の森北九州 京阪 北神戸 市原 千葉よみうり ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 88

ﾋｸﾞﾁ　ﾀｹﾋﾛ ﾎﾘｴ　ﾉﾘﾋｻ ﾊﾞﾝﾉ　ﾄﾓﾋｻ ｼｵﾀ　ﾋﾄｼ ｲｼﾊﾗ　ﾐﾂﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ　ﾐﾂﾋﾛ ﾊﾀｹﾔﾏ　ｼﾝｲﾁ ｽｷﾞｳﾗ　ﾊｼﾞﾒ

樋口 丈洋 堀江 典央 阪野 智久 塩田 一史 石原 光浩 中村 光浩 畠山 真一 杉浦 一

鹿島南蓼科 定光寺 名古屋港 ｼｰﾄﾞ･ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈 八千代 ｱｵﾉ 武庫ﾉ台 静岡よみうり

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88

ｶﾜﾉ　ｼﾝｲﾁ ﾐﾔﾀﾆ　ﾖｼﾋﾛ ﾄｸﾀﾞ　ﾄｼﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏｻﾄ ﾅｶﾈ　ﾀｹﾖｼ ｸﾎﾞﾀ　ﾔｽｵ ｵﾐｽﾞ　ﾀﾞｲｽｹ ﾅｶﾑﾗ　ｶｽﾞﾋﾛ

河野 真一 宮谷 佳宏 徳田 敏行 渡邊 将人 中根 丈嘉 久保田泰生 生水 大輔 中村 一博

ｼｰﾄﾞ･市原 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 京都大原 西神戸 名古屋港 ﾜｰﾙﾄﾞ 清里 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89

ﾔﾏﾑﾗ　ﾉﾘﾋﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾖｼｶｽﾞ ﾀﾆﾓﾄ　ｲﾁﾛｳ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾐﾁﾉﾘ ｵｵﾓﾘ　ﾉﾌﾞｵ ﾄﾖｼﾏ　ﾔｽｼ ｼｵﾂ　ｼｮｳﾍｲ ｲﾃﾞｳﾗ　ｲｻｵ

山村 憲人 渡部 美和 谷本 伊知郎 藤本 道徳 大森 信男 豊島 康司 塩津 翔平 出浦 功

名古屋港 新君津 ｼｰﾄﾞ･高松 よみうりｳｴｽﾄ CRC三重ﾌｪﾆｯｸｽ 奥津 岡山空港 富士･山中湖

9:37 9:37

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 91

ｶﾂﾀ　ﾍｲｷﾁ ｾﾗﾀﾞ　ｺｳﾍｲ ｶｻﾊﾗ　ﾖｼﾅﾘ ﾅｶｶﾞﾜ　ﾕｳｲﾁ ﾅｶﾞｼﾏ　ﾖｳｽｹ ﾏﾊﾘ　ｱﾌﾞﾗﾊﾑ ｲｲﾀﾞ　ｹﾝｻｸ

勝田 兵吉 世良田 紘平 笠原 義也 中川 裕一 長島 洋介 マハリ・アブラハム 飯田 健作

JGM宇都宮 ｱｵﾉ ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 京阪 ﾑｰﾝﾚｲｸ鶴舞 ｼｰﾄﾞ･名古屋港 岡山空港

1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92

ﾅｶﾞﾉ　ﾄﾓﾕｷ ﾁｪ　ﾔﾝｸﾞ ﾑﾗﾀ　ﾔｽｼﾞ ｶﾈﾏﾂ　ﾄｼﾕｷ ﾅｶｼﾏ　ﾕｳｼﾞ ｶﾝﾀﾞ　ｱﾂｼ ｼｶﾞ　ﾋﾛﾕｷ

長野 智之 崔 洋国 村田 靖司 兼松 利幸 中島 有二 神田 篤 志賀 裕幸

古河 朝霞 ｼｰﾄﾞ･京都大原 正眼寺 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 高松 よみうりｺﾞﾙﾌ

1日目ｽｺｱ 71 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73

ｷﾀﾀﾆ　ﾀｶﾕｷ ｶﾀｵｶ　ｼｹﾞｷ ﾆｼｳﾐ　ﾓﾄﾋｺ ｸﾛｶﾜ　ﾋﾛﾕｷ

北谷 孝幸 片岡 茂樹 西海 元彦 黒川 博之

西神戸 CRC三重ﾌｪﾆｯｸｽ よみうりｳｴｽﾄ 高松

参加⼈数：138⼈

第2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19日(水)

OUT IN

組 組

1 7:30 1 7:30

2 7:37 2 7:37

3 7:45 3 7:45

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

7 8:22 7 8:22

8 8:30 8 8:30

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

14 9:22

15 9:30 15 9:30

12 9:07 12 9:07

13 9:15 13 9:15

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

18 10:00

17 9:52 17 9:52 -

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

16 9:45 16 9:45 -

14 9:22


