
開催コース：コート・ベール徳島ゴルフクラブ

（敬称略）

氏名 氏名

予選通過コース名 予選通過コース名

2019年度　全日本アマチュアゴルファーズ選手権
2019年6月17日

ＯＵＴコース ＩＮコース

組
ｽﾀｰﾄ
時間

氏名 氏名 氏名 氏名

予選通過コース名 予選通過コース名 予選通過コース名 予選通過コース名 予選通過コース名 予選通過コース名

組
ｽﾀｰﾄ
時間

氏名 氏名

三宅　勇輝 比嘉　海人1 7:00 

エノモト タケフミ ヨシオカ　マサズミ クロタキ　キミヒコ トオヤ　ユウキ

榎本　雄文 吉岡　栄徴 黒滝 公彦 遠矢　祐希

名古屋広幡 三井の森昭和の森 ムーン茂原

アズマ　コウジ ソウマ　ユウジ ミヤケ　ユウキ ヒガ　カイト

東 幸司 相馬　祐二

富士グリーン デイスター 昭和の森 霞南GC

1 7:00 

WF名古屋港 デイスター 花回廊 ムーン市原

シイナ　マサト ホリエ　ノリヒサ ホンザワ  ツバサ ナカムラ アツヒロ

関本　琉志 鳥居　大揮 河野　祐弥 淡路　恋 椎名　将大 堀江　典央 本澤　翼 中村　充宏

セキモト　リュウシ トリイ  ヒロキ カワノ　ユウヤ アワジ レン

2 7:07 

ワールド

小杉　飛翔 府川 流士3 7:15 

タカダ　ヒロシ フジモト　カズオ モリ　タツヤ ツツイ　ダイキ

高田　弘司 藤本　和大 森　竜也 筒井　大暉

マスターズ 紫あやめ新玉村 千葉よみうり

チクマ　マサヒロ ナガイ　ショウタロウ コスギ　ヒショウ フカワ　ハルト

2 7:07 

3 7:15 

那須野ヶ原 富士グリーン ダンロップ アオノ

WF名古屋港 正眼寺 千葉よみうり

竹馬 正広 永井　翔太郎

マツウラ　カツシ オノ　タケシ サキタキヨシ イワタテ  ヒカル

富永　龍輝 籠手田　安朗 栗田　晃佑 西　靖晃 松浦　勝志 尾野　武司 崎田　聖士 岩舘　輝

トミナガ　リュウキ コテダ　ヤスアキ クリタ  コウスケ ニシ　ヤスアキ

4 7:22 

マスターズ デイスター 那須野ヶ原 亀山GC

WF名古屋港 デイスター 京阪 八千代

5 7:30 

ヒロセ　ツバサ アンドウ　タカハル ギボ ヤマト アダチ　カズキ

廣瀬　翼 安藤　隆治 儀保　和 足立　一樹

グランドオーク 正眼寺

4 7:22 

7:37 調整枠 7:37 調整枠
北神戸 WF森林公園 千葉よみうり 名古屋広幡 新玉村 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ

5 7:30 

メグロ　キュウドウ キムラ　ヒトシ カトウ　トキヒコ クロダ　トモユキ

目黒 球童 木村 仁 加藤　時彦 黒田　智之

野村 龍太郎 尾子　高史6 7:45 

マツオ　シュウシ タムラ ユウキ オザワ　レオ ゴトウ　カズユキ

松尾　修史 田村　祐樹 小澤 玲央 後藤　一幸

JGM宇都宮 アリジカントリークラブ鹿島南蓼科 小松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

オオカワ　セイヤ オオタ　タツヤ ノムラ　リュウタロウ オジ　タカシ

大川　勢矢 太田　達也

奥津 デイスター 富士見高原 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

6 7:45 

WF名古屋港 千葉よみうり よみうり シード・トムワトソン

コンドウ　ミノル マツオカ　マサヒト イデ　タイヨウ ツボイ　ヒロシ

牧野　祥大 牧野　貴宏 藤本　博樹 横山　翔伍 近藤　稔 松岡　正士 井出 太陽 坪井 大

マキノ　ショウダイ マキノ　タカヒロ フジモト　ヒロキ ヨコヤマ　ショウゴ

7 7:52 

妻沼

中川　虎ノ介 髙田　圭一郎8 8:00 

オオデラ　マコト ワダ ヤスヒサ キムラ　ケイゴ コウツサ　ルト

大寺　誠 和田　康久 木村　圭吾 高津佐　琉斗

ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 奥津奈良柳生 瀬板の森

マエダ　アサジ ムラヤマ　ヨシヒコ ナカガワ　トラノスケ タカタ　ケイイチロウ

7 7:52 

8 8:00 

朝　霞 妻沼 京阪 丘の公園清里

名古屋広幡 ムーン茂原 昭和の森

前田　朝治 村山　嘉彦

オオワク　タカシ ナンバ　ショウ イナムラ　マサキ ヒラヌマ　ヒロヤス

中村　一隆 東 亜藍 吉田　拓海 鴨野 勝 大和久　高志 難波　翔 稲村　雅樹 平沼　宏康

ナカムラ　カズタカ ヒガシ　アラン ヨシダ　タクミ カモノ　マサル

9 8:07 

ｳｨﾝｻﾞｰ 隨縁 恵庭 大阪パブ WF名古屋港

那須野ヶ原 北神戸 ｳｨﾝｻﾞｰ 名古屋広幡

10 8:15 

ソノダ　コウキ アシダ　リョウタ イノウエ　タツキ モリカミ　ヨウスケ

園田　昂生 芦田　諒太 井上 達希 森上　耀介

六甲国際 那須野ヶ原

9 8:07 

8:22 調整枠 8:22 調整枠
ｼｰﾄﾞ･JGM宇都宮 WF森林公園 新玉村 水島 昭和の森 紫あやめ

10 8:15 

ヤマダ　ケンゴ セトグチ　マサアキ ウリュウ　ヒロム タケザワ　ノリヤス

山田 健悟 瀬戸口 雅昭 瓜生　大夢 竹澤　功泰

中澤　大樹 藤澤 諒11 8:30 

ナガイ　マサキ コンドウ　トシムネ ワタナベ　サトシ フジワラ　ナオキ

長井 優樹 近藤　歳宗 渡辺　悟志 藤原　直樹

六甲国際 ｼｰﾄﾞ･新玉村霞南GC デイスター

イチミヤ　キョウスケ オオイケ　ユウキ ナカザワ　ダイキ フジサワ　リョウ

一宮　京介 大池　由晃

古河GL WF名古屋港 よみうり ダンロップ

11 8:30 

ダンロップ 千葉よみうり ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 京阪

サイトウ　ヒロト サカイ　リョウヤ ヤスマ　カイ フクイ　シンヤ

金岡　奎吾 武田　大輔 佐藤　快斗 小薮　誠人 齊藤 大翔 酒井　遼也 安間 魁 福井　慎也

カネオカ　ケイゴ タケダ　ダイスケ サトウ　カイト コヤブ　セイト

12 8:37 

北神戸

吉田 壮一郎 末原　健13 8:45 

タナカ　トオル キンジョウ　イツキ カトウ　リュウタ キクチ　ユウト

田中　徹 金城　五貴 加登　隆太 菊地　悠斗

昭和の森 北神戸京阪 ムーン茂原

シラカシ　コウシロウ コンノ　ヒデユキ ヨシダ　ソウイチロウ スエハラ　タケシ

12 8:37 

13 8:45 

シード・水島 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｼｰﾄﾞ･名古屋港 千葉よみうり

前橋 名古屋広幡 小淵沢

白樫　甲志朗 紺野　秀倖

コウ　ショウスケ ウエダ　アツシ シノザキ　ヒビキ サトウ　ユウキ

大嶋　宝 竹内 秀 青山　晃大 杉山　悠司 康 翔亮 上田　敦士 篠崎　響 佐藤　雄紀

オオシマ　タカラ タケウチ　シュウ アオヤマ　コウダイ スギヤマ ユウジ

14 8:52 

デイスター 亀山GC グランドオーク 京阪

昭和の森 ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 三井の森

15 9:00 

カマタキ　ヨリヒサ テラニシ　トシヒト ｽﾄﾞｳ　ﾔﾏﾄ トヨサト　ユウシ

鎌滝 順久 寺西　俊人 須藤　大和 豊里　裕士

水島 高松

14 8:52 

9:07 調整枠 9:07 調整枠
妻沼 北神戸 WF名古屋港 守礼 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ WF森林公園

15 9:00 

ナカト　タカヨシ マツヤマ　アツシ オオシマ　ミナト カワサキ　ショウゴ

中戸 孝嘉 松山　阜司 大嶋　港 川崎　奨悟

石垣　光琉 三田　貴樹16 9:15 

ミヤガワ ジュン イイダ　ケンサク マツウラ　ゴロウ マツイ　リョウヤ

宮川　純 飯田　健作 松浦　吾郎 松井　諒哉

高松 京阪古河GL 丘の公園

クサノ　ヒロムネ ハラダ　タイガ イシガキ　ヒカル ミタ　タカシゲ

草野 広宗 原田 大雅

デイスター 岡山空港 武庫ノ台 定光寺CC

16 9:15 

正眼寺 高松 グランドオーク

スズキ　カズキ チバ　リョウセイ マエダ　シュウサク ミズハタ　イチロウ

坂口　諒馬 阿部　悟 山下　恭平 鈴木　千貴 千葉　涼晴 前田　修作 水畑　伊知郎

サカグチ　リョウマ アベ　サトル ヤマシタ　キョウヘイ

17 9:22 

六甲国際

勢井　乃樹 永田 裕紀18 9:30 

モリ  ミツヒロ ヤナギタ　ヒデキ オガワ　リュウガ フルカワ　ソウイチロウ

森　光弘 柳田　秀樹 小川　龍雅 古川　惣一朗

コート・ベール 紫あやめ北神戸 ベアズパウ

タナカ　ヨウスケ ミヤタニ　ヨシヒロ セイ　ナイキ ナガタ　ユウキ

17 9:22 

18 9:30 

JGM宇都宮 コート・ベール ｼｰﾄﾞ･紫あやめ36 那須野ヶ原

ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 デイスター ダンロップ

田中　陽介 宮谷　佳宏

イシガキ　カンタ クボタ　ヒロヤ クマ　ユキヤ

亥飼 台 花崎　大 鈴木　隆太 菊地　一郎 石垣　敢大 久保田　皓也 熊　由樹也

イガイ　ウテナ ハナザキ　ダイ スズキ　リュウタ キクチ　イチロウ

19 9:37 

千葉よみうり 北神戸 丸亀 WF森林公園

亀山GC シード・アオノ よみうり

20 9:45 

モウリ　モトフミ キタ　ユキハル イガイ　ヒナタ シミズ　クラノスケ

毛利　基文 喜田　幸治 亥飼 陽 清水　蔵之介

朝　霞 大阪パブ

19 9:37 

9:52 調整枠 9:52 調整枠
シード・ウィンザー 北神戸 JGM宇都宮 ｼｰﾄﾞ･紫あやめ36 ｼｰﾄﾞ･昭和の森 ｼｰﾄﾞ･前橋

20 9:45 

シノハラ　カブト ハットリ　シゲタ サトウ　ショウタ ヒガシノ　シュウマ

篠原 株登 服部 滋多 佐藤　翔太 東野　秀馬

細谷　幹 谷本　伊知郎21 10:00 

ヤマモト セナ タカハシ　カイリ マスダ　ワタル

山本　世那 高橋　海理 益田　航

ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ シード・デイスター昭和の森 ダンロップ

カジヤ　リュウノスケ ササキ　ダイ ホソヤ　モトキ タニモト　イチロウ

加治屋 龍之介 佐々木　大

デイスター 奥津 WF名古屋港

21 10:00 

デイスター シード・水島 北神戸 八千代

ホソノ　ユウサク マエダ　タカシ イシゲ　マコト ナリフサ　シンタロウ

武松　将寛 富永　暁登 藤山　開晟 木暮　凌太 細野　勇策 前田　高志 石毛 誠 成房　愼太郎

タケマツ マサヒロ トミナガ　アキト フジヤマ　カイセイ コグレ　リョウタ

22 10:07 

WF森林公園

津村　英明 古橋　尚大23 10:15 

オグラ　コウジ マエダ　コウキ オカベ　ユウト マツウラ　ユウサイ

小倉　康史 前田　晃希 岡部 雄斗 松浦　佑斎

六甲国際 朝　霞丸亀 コート・ベール

タカタニ　タツキ サカイ　マサル ツムラ　ヒデアキ フルハシ　ナオト

22 10:07 

23 10:15 

大阪パブ 京阪 千葉よみうり ダンロップ

ｼｰﾄﾞ・宇部72江畑池 富士グリーン 紫あやめ

中谷　樹 酒井　勝

オオヨシ　トモキ オカ　カズキ タケダ　マサキ イシゲ　カズキ

赤松　成眞 吉川　通彦 吉田　隼人 丸井　律輝 大吉 友輝 岡　和輝 武田　正輝 石毛　一輝

アカマツ セイシン ヨシカワ　ミチヒコ ヨシダ　ハヤト マルイ　リツキ

24 10:22 

マスターズ 下館GC ｼｰﾄﾞ･新玉村 岡山空港

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 奥津 デイスター ｼｰﾄﾞ･ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南

25 10:30 

マツイ　タカトキ タカモト　ダイシ ミヤシタ　ユウキ ウメダ　タイシ

松井　貴鋭 髙本　大士 宮下 優輝 梅田　泰司

24 10:22 

京阪 よみうり 紫あやめ デイスター

25 10:30 


