
.

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

斉藤 誠也 住本 大雅 原田 恭 向井 一真 木村 圭吾 小林 修一 藤澤 定則 村山 大郎

姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾜｰﾙﾄﾞ 瀬板の森北九州 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうりｳｴｽﾄ

高城 英憲 原 健翁 南 忠大 弓田 清二 加藤 忍 綱田 博行 八島 清泰 持徳 順二

瀬板の森北九州 北神戸 ﾜｰﾙﾄﾞ 京都大原 瀬板の森北九州 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ よみうりｳｴｽﾄ 水島

今井 将仁 岡田 敏雄 勝見 幸生 岸本 毅 浅田 宏之 岩田 光生 西岡 健二 渡邊 慎弥

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 滋賀甲南 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ 北神戸 奥津 北神戸 ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

梅村 剛史 谷上 潤二 中村 真希 北條 宏明 中井 徹 馬越 康憲 藤井 将彦 山﨑 義昭

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾜｰﾙﾄﾞ ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ 六甲国際 北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾜｰﾙﾄﾞ 六甲国際

大本 豊 柴田 健次 染谷 啓 松本 伸一 石川 進 小林 誠 髙橋 弘樹 西 隆弘

水島 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｽﾀｰｽﾞ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 水島 岡山空港 よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

8:07 8:07

江見 基嗣 木村 正隆 藤本 博樹 宮崎 洋 越間 睦夫 坂根 正己 平野 俊雄 母里 善則

ﾏｽﾀｰｽﾞ 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ 大阪 よみうりｳｴｽﾄ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 花回廊

小笠原 寛典 岡本 忠司 田中 清二 長戸 武士 海野 高春 金川 晃士 野村 誠 藤本 貴久

六甲国際 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 瀬板の森北九州 奥津 高松 西神戸 京阪 ﾏｽﾀｰｽﾞ

岡﨑 大高 杉原 亜規 古川 雄太 山田 龍之介 井本 薫 田浦 玄尋 中川 敬太 八木 俊明

滋賀甲南 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ 北神戸 西神戸 六甲国際 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ

井上 剛誌 小田 優斗 谷口 安孝 藤田 真吾 北野 貴斗 波床 隆 前川 瑞輝 妻鹿 大也

花回廊 高松 瀬田 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 大阪 ﾜｰﾙﾄﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞ 丸亀

大谷 翼 篝山 佑二 崎田 聖士 亀井 幹大 喜田 幸治 泉保 秀和 長友 凜太郎

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ 京阪 ｱｵﾉ 瀬田 高松 大阪

8:52 8:52

渋川 煌 豊里 裕士 山内 一輝 吉田 真也 石川 伸 井上 薫 隠地 俊樹 菅原 健

京阪 西日本ｼｰﾄﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 大阪 北神戸 ﾜｰﾙﾄﾞ 滋賀甲南 大阪

臼井 圭介 川越 正誉 坂本 徹 柳田 秀樹 秋山 瑞樹 辛嶋 和英 本上 武 和田 卓丸

高松 よみうりｳｴｽﾄ ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 丸亀 ｱｵﾉ 京都大原 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ

清水 泰貴 田中 正記 東本 雅至 森下 陽介 石垣 光琉 今田 一輝 口中 准也 溝口 航平

西神戸 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 北神戸 滋賀甲南 高松 京阪 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 瀬板の森北九州

喜田 徹 中薗 友和 中村 一博 間庭 一樹 木下 光学 山下 和将 山本 悠平 吉岡 直

よみうりｳｴｽﾄ ﾜｰﾙﾄﾞ 高松 京阪 ﾏｽﾀｰｽﾞ 滋賀甲南 高松 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

9:30 9:30

清水 裕介 大同 一輝 高山 峻輔 浜田 琉海翔 飯田 和利 小島 彼呂徒 富永 球道 松下 全伸

滋賀甲南 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 六甲国際 高松 大阪 高松 ｱｵﾉ 京阪

高岡 克彦 玉木 康治 宮谷 一敬 渡辺 悟志 大西 康司 田渕 常記 中村 翔英 藤川 厚史

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京阪 丸亀 よみうりｳｴｽﾄ 滋賀甲南 奥津 丸亀 高松

黒木 斗真 奥田 祐司 平松 孝太郎 北條 陽雲 秋山 友 石崎 友洋 佐藤 日向 萩原 大己

ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｱｵﾉ 水島 丸亀 京都大原 奥津 水島

安東 航太郎 岡森 雅紀 進藤 太雅 松下 真也 河本 蘭 酒井 勝 島津 健太郎 松尾 修史

岡山空港 湯村 西神戸 瀬板の森北九州 花回廊 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 瀬板の森北九州 奥津

10:07 10:07

伊藤 克彦 金乙 雅美 東谷 佳治 船本 健二 中山 泰輝 向井 敦司 横田 健一 森 和久

滋賀甲南 水島 よみうりｳｴｽﾄ 西神戸 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうりｳｴｽﾄ 花回廊

森崎 善人 五十嵐大二郎 末次 進 安部 達之 飯田 稜 飯牟礼 健司 菅原 亮佑 中西 勇司

ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 よみうりｳｴｽﾄ 高松 滋賀甲南 京都大原 ﾏｽﾀｰｽﾞ 水島 岡山空港

植月 雅裕 大石 聡正 河本 賢一 長岡 泰彦

奥津 湯村 よみうりｳｴｽﾄ 米子

参加人数：163人

2021年度　全日本アマチュアゴルファーズ選手権　西日本地区決勝

開催コース：よみうりゴルフウエストコース 2021年5月26日(水)

OUT IN

組 組

1 7:30 1 7:30

１日目ペアリング

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

12 9:07 12 9:07

13 9:15 13 9:15

調　　整　　時　　間

15 9:37 15 9:37

14 9:22 14 9:22

調　　整　　時　　間

16 9:45 16 9:45

17 9:52 17 9:52

調　　整　　時　　間

19 10:15 19 10:15

18 10:00 18 10:00

調　　整　　時　　間

20 10:22 20 10:22

21 10:30


