
期　　日：２０１９年５月５日（日）

会　　場：那須野ヶ原カントリークラブ
出場者数：男子１８４名

ＯＵＴ（那須）よりスタート ＩＮ（那珂川）よりスタート

組 時間 氏　名 予選出場コース 組 時間 氏　名 予選出場コース 組 時間 氏　名 予選出場コース 組 時間 氏　名 予選出場コース

中嶋　直樹 那須野ヶ原 長山　寿也 霞南ＧＣ

福永　貴祐 朝　霞 町田　篤士 那須伊王野

森下　愛久 ウィンザー 堀田　嵩史 ※三井の森

高木　広宣 古河ＧＬ 遠藤　辰雄 朝　霞

坂下　太悟 グレースリッジ 石毛　一輝 ｼｰﾄﾞ・ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南 鈴木　富康 那須野ヶ原 富永　龍輝 那須野ヶ原

吉川　陽来 霞南ＧＣ 岩井　光太 古河ＧＬ 薄井　嘉宏 ウィンザー 長岡　元樹 オールドオーチャード

西原　明 朝　霞 稲村　雅樹 ウィンザー 押田　邦男 朝　霞 仲田　雅信 グレースリッジ

菊地　大悟 三井の森 佐藤　佑斗 グレースリッジ 坂口　友章 鹿島南蓼科 髙橋　黎 鹿島南蓼科

林　順之亮 那須野ヶ原 浅田　哲也 下館ゴルフ俱楽部 鬼束　晃司 オールドオーチャード 林　浩二 ※朝　霞

佐藤　泰晃 ※那須野ヶ原 黒澤　光 那須野ヶ原 埴原　太郎 古河ＧＬ 内丸　歓海 下館ゴルフ俱楽部

中島　央樹 オールドオーチャード 石井　卓二 ※那須野ヶ原 冨永　政雄 朝　霞 竹澤　功泰 那須野ヶ原

久保　直人 三井の森 中村　彰 鹿島南蓼科 土田　伊吹 那須野ヶ原 山本　航二朗 三井の森

川崎　啓豊 朝　霞 園田　昂生 シード・JGM宇都宮 平野　和行 三井の森 鈴木　隆太 ｼｰﾄﾞ･紫あやめ36

下東　力 下館ゴルフ俱楽部 一場　政幸 朝　霞 加藤　和弘 霞南ＧＣ 中村　一隆 朝　霞

松本　大樹 那須野ヶ原 濱田　将吾 鹿島南蓼科 秋本　俊行 ※下館ゴルフ俱楽部 高村　　保 下館ゴルフ俱楽部

佐藤　太郎 三井の森 飯山　敏弘 那須野ヶ原 佐藤　英明 朝　霞 比嘉　海人 三井の森

城倉　孝典 朝　霞 野口　拓斗 オールドオーチャード 布施　政也 三井の森 管野　一輝 那須野ヶ原

倉根　慶 三井の森 田中　孝幸 三井の森 石井　聖也 那須野ヶ原 清水　拳斗 朝　霞

福地　禮夢 古河ＧＬ 佐藤　英樹 古河ＧＬ 須田　信乃介 古河ＧＬ 草野　広宗 古河ＧＬ

菅野　裕昭 那須野ヶ原 市野塚　卓広 ※下館ゴルフ俱楽部 川村　一透 オールドオーチャード 小澤　翼 三井の森

早瀬　瑛太 霞南ＧＣ 稲波　勇茂 ｼｰﾄﾞ・ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 鈴木　広一 下館ゴルフ俱楽部 清水　蔵之介 ｼｰﾄﾞ・紫あやめ36

吉田　将文 朝　霞 佐藤　翔太 朝　霞 陸田　郁夫 那須野ヶ原 森田　匠海 朝　霞

持田　誠一 下館ゴルフ俱楽部 高島　正盛 下館ゴルフ俱楽部 金川　基晴 朝　霞 間弓　圭一朗 下館ゴルフ俱楽部

山口　健太 三井の森 江坂　将一 ウィンザー 寺内　晋也 ウィンザー 大川　勢矢 鹿島南蓼科

田中　陸 那須野ヶ原 古橋　尚大 朝　霞 宮内　栄三 那須野ヶ原 上原　論悟 三井の森

中井　聡 ※ウィンザー 植竹　大 ウィンザー 其原　淳 ※下館ゴルフ俱楽部 菊地　一郎 那須野ヶ原

平岩　義範 ※朝　霞 相馬　義孝 那須野ヶ原 松村　賢太 ※朝　霞 堀江　靖見 下館ゴルフ俱楽部

篠崎　響 オールドオーチャード 塩沢　佑太 下館ゴルフ俱楽部 小出　瞬輝 三井の森 梅澤　拓望 ※朝　霞

樋口　貴洸 三井の森 小宮山　諒 鹿島南蓼科 岩田　卓也 霞南ＧＣ 大寺　誠 ウィンザー

山川　豊樹 古河ＧＬ 後藤　一幸 オールドオーチャード 阿部　廉太郎 朝　霞 小久保　文夫 古河ＧＬ

野田　直之 那須野ヶ原 木村　明 朝　霞 池田　俊 鹿島南蓼科 根本　和雄 那須野ヶ原

山家　彰久 グレースリッジ 大塚　武 下館ゴルフ俱楽部 佐藤　亮太朗 那須野ヶ原 田中　元弥 三井の森

大澤　一徳 下館ゴルフ俱楽部 能登　祥太 三井の森 髙木　康行 下館ゴルフ俱楽部 金田　茂雄 朝　霞

一宮　京介 霞南ＧＣ 金村　幸生 那須野ヶ原 市村　正義 オールドオーチャード 中川　虎ノ介 オールドオーチャード

笠原　大輝 朝　霞 斉藤　雄二 朝　霞 加山　直樹 朝　霞 七海　越春 下館ゴルフ俱楽部

田中　稜 三井の森 大山　竜矢 下館ゴルフ俱楽部 千葉　竜聖 三井の森 大木　克昭 ※三井の森

長井　優樹 古河ＧＬ 野村　秀夫 ウィンザー 染野　俊之 古河ＧＬ 翁長　学 朝　霞

出口　友将 三井の森 内田　清 ※霞南ＧＣ 藤井　淳 ウィンザー 齊藤　剛 グレースリッジ

森　竜也 那須野ヶ原 榊原　麗 ※朝　霞 大和久　高志 那須野ヶ原 髙橋　俊一郎 古河ＧＬ

古宇田　清一 下館ゴルフ俱楽部 恒松　和仁 下館ゴルフ俱楽部 牧野　寛 下館ゴルフ俱楽部 相澤　直哉 ウィンザー

浅野　友輝 オールドオーチャード 山田　聖也 霞南ＧＣ

吉田　隼汰 朝　霞 下野　将輝 三井の森

國井　建一 那須伊王野 安田　政司 古河ＧＬ

佐藤　雄紀 三井の森 前田　晃希 下館ゴルフ俱楽部

棚木　孝人 那須野ヶ原 町田　竜成 朝　霞

林　信行 朝　霞 青木　友翼 那須野ヶ原

奥山　昌宏 ※下館ゴルフ俱楽部 宮原　一保 ※グレースリッジ

八尾　厚史 ウィンザー 大澤　悠人 三井の森

関口　誠 朝　霞 辻　正和 下館ゴルフ俱楽部

細谷　幹 オールドオーチャード 佐藤　快斗 ※オールドオーチャード

横須賀　可典 下館ゴルフ俱楽部 出口　達也 三井の森

金澤　圭祐 三井の森 江口　裕輔 朝　霞

鈴木　優大 那須野ヶ原 黒川　和哉 那須野ヶ原

遠矢　祐希 霞南ＧＣ 長谷川　衛 ウィンザー

市川　順一 グレースリッジ 藤間　幹広 朝　霞

樋口　丈洋 鹿島南蓼科 和賀井　博章 ※下館ゴルフ俱楽部

5月2日繰上げ出場選手更新

競技委員長　白川　俊一

予選出場コース名に※印は繰上げ出場選手
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※※※　調　整　枠　※※※

7:27

7:36

8:48

                                              ２０１９年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権

東日本Ａ地区決勝

                                           第１日目 組合せおよびスタート時間表

主催：（公社）日本パブリックゴルフ協会

14

※※※　調　整　枠　※※※

8:03

7:45

8:12

12 8:39

11 8:30

10 8:21

9 8:12

7 7:54 7:54

18 9:42 5

20 10:00

7:09

4

8:038

5 7:36

6 7:45

13 8:48

1 7:00 7:00

7:27

3 7:18 7:18

2


