
.

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

ｲﾁﾑﾗ　ﾏｻﾖｼ ﾔﾏﾀﾞ　ﾋﾛｷ ﾊｯﾄﾘ　ｼｹﾞﾀ ｻｲﾄｳ　ｾｲﾔ ｸｻﾉ　ﾋﾛﾑﾈ ﾎﾘｴ　ﾔｽﾐ ﾁﾊﾞ　ﾘｮｳｾｲ ｱﾝﾄﾞｳ　ｺｳﾀﾛｳ

市村 正義 山田 寛喜 服部 滋多 斉藤 誠也 草野 広宗 堀江 靖見 千葉 涼晴 安東 航太郎
ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 千葉よみうり 下館GC 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 新君津 那須野ヶ原 東日本ｼｰﾄﾞ 岡山空港

ﾆｼﾔﾏ　ｴｲｷ ｵｵｶﾜ　ｱﾂｼ ﾂｼﾞﾑﾗ　ﾀｶｵﾐ ﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳﾀ ｼﾐｽﾞ　ﾊﾔﾄ ｵｵﾊﾗ　ﾄｼﾋﾛ ﾊｷﾞﾜﾗ　ｼｭｳﾔ ﾋﾗﾉ　ﾄｼｵ

西山 英樹 大川 厚志 辻村 隆臣 田辺 雄大 清水 颯人 大原 俊弘 萩原 秀弥 平野 俊雄
姉ヶ崎 下館GC ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 千葉よみうり 千葉よみうり 下館GC 紫あやめ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ

ｺﾊﾞﾔｼ　ｺｳﾉｽｹ ｵｶﾉ　ｺｳﾍｲ ｱﾘﾀ　ﾀｶｼ ｻｷﾀ　ｷﾖｼ ﾐｸﾘﾔ　 ﾋﾛﾁｶ ﾐﾂﾊｼ　ﾏｻｷ ﾃﾗﾀﾞ　ｻﾄｼ ﾐﾔｻﾞｷ　ﾋﾛｼ

小林 孝之助 岡野 洸平 有田 孝司 崎田 聖士 御厨 皓史 三橋 正季 寺田 智 宮崎 洋
下館ｺﾞﾙﾌ 千葉よみうり 新君津 京阪 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 千葉よみうり 紫あやめ ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ

ﾔﾏﾀﾞ　ﾄｵﾙ ｲﾄｳ　ｺｳｼﾞ ﾎｿﾔ　ﾄﾓｷ ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｭｳﾉｽｹ ｼﾗｲ　ﾘｸ ｱｶｲﾜ　ﾚﾉﾝ ﾅｶﾄ　ﾀｶﾖｼ ﾅｶｶﾞﾜ　ｹｲﾀ

山田 徹 伊藤 耕治 細谷 朋生 山田 龍之介 白井 陸 赤岩 伶音 中戸 孝嘉 中川 敬太
清里 紫あやめ 新君津 北神戸 ｳｨｰｺﾞ 紫あやめ ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 北神戸

ﾆｷﾞﾀ　ﾀｶﾃﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾖｼｶｽﾞ ﾐﾔｼﾀ　ﾕｳｷ ﾊﾏﾀﾞ　ﾘｳﾄ ﾐﾔｹ　ﾕｳﾄ ｾﾄｸﾞﾁ　ﾏｻｱｷ ﾁﾊﾞ　ﾘｭｳｾｲ ﾔｷﾞ　ﾄｼｱｷ

饒田 剛央 渡部 美和 宮下 優輝 浜田 琉海翔 三宅 悠斗 瀬戸口 雅昭 千葉 竜聖 八木 俊明
昭和の森 新君津 東日本ｼｰﾄﾞ 高松 鹿島南蓼科 紫あやめ 千葉よみうり よみうりｳｴｽﾄ

ﾋｸﾞﾁ　ﾀｹﾋｺ ｲｲﾀﾞ　ﾕｳﾏ ｽｽﾞｷ　ﾏｻｼ ｳｽｲ　ｹｲｽｹ ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾛｼ ﾋﾙﾏ　ｲｸﾋﾛ ｵｵｼﾏ　ﾃﾙ ｼﾐｽﾞ　ﾕｳｽｹ

樋口丈洋 飯田 悠麿 鈴木 雅士 臼井 圭介 中村 寛 比留間 育洋 大島 輝 清水 裕介
武蔵丘ｺﾞﾙﾌ 紫あやめ ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 高松 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 新君津 千葉よみうり 滋賀甲南

ﾓｷﾞ　ﾑﾈﾕｷ ｶﾀｵｶ　ｺｳﾀﾞｲ ｲｼｹﾞ　ﾏｺﾄ ｳﾒﾑﾗ　ﾀｹｼ ﾀﾅｶ　ﾖｼﾋﾛ ｲﾜｲ　ｺｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲｽｹ ｵﾀﾞ　ﾏﾅﾄ

茂木 宗之 片岡 幸大 石毛 誠 梅村 剛史 田中 良博 岩井 光太 渡辺 大輔 小田 優斗
富士ｺﾞﾙﾌ 小松 紫あやめ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 昭和の森 那須野ヶ原 那須野ヶ原 高松

ｶﾓﾉ　ﾏｻﾙ ﾑﾗﾐ　ｿｳﾀ ｼﾌﾞｲ　ｺｳﾀﾛｳ ｸﾛｷ　ﾄｳﾏ ｶｷﾇﾏ　ｴｲｽｹ ﾋｶﾞｼﾉ　ﾕｳｷ ﾅｶﾀﾞ　ﾘﾝﾀﾛｳ ﾀﾞｲﾄﾞｳ　ｶｽﾞｷ

鴨野 勝 村見 双汰 渋井 晃太郎 黒木 斗真 柿沼 瑛亮 東野 雄樹 中駄 凜太郎 大同 一輝
富士ｺﾞﾙﾌ ｱﾘｼﾞ 紫あやめ ﾜｰﾙﾄﾞ 鹿島南蓼科 小松 ｵｰﾁｬｰﾄﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ

ｿﾉﾍﾞ　ﾋﾛﾄ ﾏﾂﾔﾏ　ﾏｵ ﾏﾂｵｶ　ﾏｻﾋﾄ ｲｼｶﾞｷ　ﾋｶﾙ ﾅｶﾑﾗ　ｹﾝﾀ ﾊﾔｶﾜ　ﾅｵｷ ｳﾒﾀﾞ　ﾀｲｼ ｷﾀﾉ　ｱﾂﾄ

園部 大翔 松山　茉生 松岡 正士 石垣 光琉 中村 鎌大 早川 直希 梅田 泰司 北野 貴斗
前橋ｺﾞﾙﾌ場 WF森林公園 姉ヶ崎 高松 鹿島南蓼科 WF名古屋港 千葉よみうり 大阪

ｵｵﾀ　ｻﾄｼ ｺﾀｹ　ﾘｮｳｶﾞ ﾉﾓﾄ　ﾐﾚﾑ ﾑﾗﾔﾏ　ﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ　ﾚｲ ｼｲﾅ　ﾏｻﾄ ｻｻｷ　ｹﾝ ﾖｼﾀﾞ　ﾏｻﾔ

太田 智之 小竹 遼河 野本 未世夢 村山 大郎 髙橋 黎 椎名 将大 佐々木 賢 吉田 真也
鹿島南蓼科 ｱﾘｼﾞ 千葉よみうり よみうりｳｴｽﾄ 鹿島南蓼科 名古屋広幡 ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 大阪

ｵｶﾞﾜ　ｼﾝﾉｽｹ ｱﾍﾞ　ｹﾝｼﾞｮｳ ｵｶﾍﾞ　ｶｲﾄ ﾖｺﾀ　ｹﾝｲﾁ ﾋｶﾞｼ　ｱﾗﾝ ﾌﾙｲﾁ　ﾏｻﾄ ｲﾜｻ　ｼﾞｭﾘﾔ ﾀﾏｷ　ｺｳｼﾞ

小川 真之介 阿部 謙成 岡部 開斗 横田 健一 東 亜藍 古市 将都 岩佐 樹里哉 玉木 康治
小淵沢ＣＣ 名古屋広幡 千葉よみうり よみうりｳｴｽﾄ 前橋ｺﾞﾙﾌ場 伊深の森 千葉よみうり 京阪

ﾀﾑﾗ　ﾕｳｷ ｶﾐﾔ　ﾀｶﾕｷ ｸﾘﾊﾗ　ﾕｳ ﾏﾂｴﾀﾞ　ﾔｽﾉﾘ ﾊﾞﾝﾉ　ﾄﾓﾋｻ ｺﾏﾂ　ｼﾞｭﾝ ﾜﾀﾞ　ﾀｸﾏﾙ

田村 祐樹 神谷 敬行 栗原 悠宇 松枝 靖悟 阪野 智久 小松 潤 和田 卓丸
鹿島南蓼科 名古屋広幡 ＪＧＭ宇都宮 鹿島南蓼科 WF名古屋港 千葉よみうり 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ

ﾋﾗﾉ　ｾｲｲﾁ ｻｸﾗｲ　ﾀｲｼｮｳ ｾﾞﾝ　ﾕﾝﾎ ﾓﾓｾ　ﾏｻﾐﾁ ﾊﾔｼ　ｹﾝｺﾞ ﾈﾓﾄ　ﾕｳﾏ

平野 誠一 櫻井 成翔 全 允浩 百瀬 将道 林 謙吾 根本 悠誠
前橋ｺﾞﾙﾌ場 名古屋広幡 うぐいすの森 小淵沢ＣＣ 名古屋広幡 紫あやめ

ﾏｴﾀﾞ　ｺｳｷ ｵｵﾊｼ　ｺｳﾀﾛｳ ｼﾐｽﾞ　ｹﾝﾄ ﾎｿﾔ　ﾓﾄｷ ﾕﾊﾗ　ﾋｶﾙ ﾖｼｻﾞﾜ　ﾐｻｷ ﾋﾗﾏﾂ　ｺｳﾀﾛｳ

前田 晃希 大橋 浩太朗 清水 拳斗 細谷 幹 湯原 光 吉沢 己咲 平松 孝太郎
全日本ｼｰﾄﾞ WF名古屋港 那須野ヶ原 東日本ｼｰﾄﾞ WF名古屋港 ＪＧＭ宇都宮 ｱｵﾉ

ｲﾉｳｴ　ﾀﾂｷ ﾅｶｻﾞﾄ　ｹﾝﾄ ｻﾄｳ　ｶｲﾄ ﾔﾏｳﾁ　ｶｽﾞｷ ｸﾏｶﾞｲ　ﾁｱｷ ｱﾗｲ　ﾀﾂﾉﾘ ﾊﾗﾀ　ﾘｭｳｾｲ ｵｵﾀﾆ　ﾂﾊﾞｻ

井上 達希 仲里 健人 佐藤 快斗 山内 一輝 熊谷 地陽 新井 龍紀 原田 竜成 大谷 翼
東日本ｼｰﾄﾞ 名古屋広幡 紫あやめ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 前橋ｺﾞﾙﾌ場 名古屋広幡 ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞCC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

ｱﾘｶﾞ　ｴｲｲﾁﾛｳ ｽｽﾞｷ　ｺｳｾｲ ﾓﾄ　 ﾀｲｼ ｼﾌﾞｶﾜ　ｺｳ ｲｼｲ　ｹｲﾀ ﾀﾆﾓﾄ　ｲﾁﾛｳ ｻﾄｳ　ﾀｸﾛｳ ｶﾜｺﾞｴ　ﾏｻﾀｶ

有我 栄一郎 鈴木 滉世 本 大志 渋川 煌 石井 啓太 谷本 伊知郎 佐藤 卓郎 川越 正誉
鹿島南蓼科 WF名古屋港 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 京阪 前橋ｺﾞﾙﾌ場 名古屋広幡 那須野ヶ原 よみうりｳｴｽﾄ

ｾｲﾉ　ｵｳｷ ｲｼｶﾞｷ　ｶﾝﾀ ｼﾑﾗ　ﾕﾗ ｵｻﾞﾜ　ﾂﾊﾞｻ ｾｲ　ﾅｲｷ ﾀｶﾊｼ　ﾄｼﾔ ﾄﾖｻﾄ　ﾕｳｼ

清野 桜貴 石垣 敢大 志村 由羅 小澤 翼 勢井 乃樹 髙橋 利哉 豊里 裕士
昭和の森 ｱﾘｼﾞ 那須野ヶ原 鹿島南蓼科 名古屋広幡 新君津 西日本ｼｰﾄﾞ

ｵｵﾀ　ﾏｺﾄ ｺｳﾂｻ　ﾙﾄ ｻﾜﾀﾞ　ﾋﾋﾞｷ ｲﾏﾀﾞ　ｶｽﾞｷ ﾖｼﾀﾞ　ｿｳｲﾁﾛｳ ﾏｷﾉ　ｼｮｳﾀﾞｲ ﾐﾏ　ｺｳﾀﾛｳ ｽﾐﾓﾄ　ﾀｲｶﾞ

太田 誠人 高津佐 琉斗 澤田 響 今田 一輝 吉田 壮一郎 牧野 祥大 美馬 康太郎 住本 大雅
鹿島南蓼科 名古屋広幡 千葉よみうり 京阪 昭和の森 名古屋広幡 千葉よみうり 北神戸

ｾｺ　ﾕｳﾋ ｶﾄｳ　ﾀﾞｲｺﾞ ﾋﾗﾔﾏ　ｺｳｻｸ ｽｷﾞﾊﾗ　ｱｷ ｸﾏｶﾞｲ　ﾀｶﾊﾙ ﾓﾘ　ｺｳﾖｳ ﾅｶﾞｵｶ　ﾓﾄｷ ﾏﾆﾜ　ｶｽﾞｷ

世古 祐飛 加藤 大吾 平山 幸作 杉原 亜規 熊谷 宇晴 森 虹陽 長岡 元樹 間庭 一樹
鹿島南蓼科 名古屋広幡 千葉よみうり ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 前橋ｺﾞﾙﾌ場 WF名古屋港 千葉よみうり 京阪

ｲｶﾞｲ　ﾋﾅﾀ ｷﾝｼﾞｮｳ　ｲﾂｷ ｼｵｻﾞﾜ　ﾕｳﾀ ﾓﾘ　ｶｽﾞﾋｻ ﾔﾏｵｶ　ﾀｸｼﾞ ｺｳｻｶ　ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾀｹﾀﾞ　ﾘｮｳﾀ ｸﾁﾅｶ　ｼﾞｭﾝﾔ

亥飼 陽 金城 五貴 塩澤 佑太 森 和久 山岡 拓史 髙坂 信一郎 竹田 亮太 口中 准也
昭和の森 名古屋広幡 下館GC 花回廊 鹿島南蓼科 名古屋広幡 千葉よみうり ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ

ｼﾉｻﾞｷ　ﾕｳﾏ ｶﾈﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ ｵﾊﾗ　ﾘｷ ｲｲﾀﾞ　ﾘｮｳ ｼﾉﾀﾞ　ﾋﾛｸﾆ ｳﾒﾀﾞ　ｺｳｷ ﾏﾂﾀﾞ　ﾅｵﾔ ﾄﾐﾅｶﾞ　ｷｭｳﾄﾞｳ

篠崎 勇真 金本 大輝 小原 力 飯田 稜 篠田 裕邦 梅田 昂暉 松田 直也 富永 球道
武蔵丘ｺﾞﾙﾌ 小杉 東日本ｼｰﾄﾞ 京都大原 昭和の森 名古屋広幡 千葉よみうり ｱｵﾉ

ﾌｼﾞｻﾜ　ﾘｮｳ ｻﾜﾀﾞ　ｼｮｳｺﾞ ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ｶﾒｲ　ｶﾝﾀ ﾊﾞﾝ　ﾜﾀﾙ ﾋｶﾞｼﾉ　ﾀｲﾖｳ ｳﾉｾ　ﾘｸ ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳﾍｲ

藤澤 諒 澤田 匠吾 相原 涼汰 亀井 幹大 坂 航 東野 大洋 鵜瀬 璃久 山本 悠平
鹿島南蓼科 名古屋広幡 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｱｵﾉ 新玉村 ｱﾘｼﾞ ＪＧＭ宇都宮 高松

ｱｽﾞﾏ　ｺｳｼﾞ ﾊﾔｼ　ｱｲﾄ ﾏﾂﾓﾄ　ﾀｲｷ ﾑｶｲ　ｱﾂｼ ﾌｼﾞｻﾜ　ﾘｭｳﾄ ｵｼﾞ　ﾀｶｼ ｱｷﾉ　ｶｲ ｽｶﾞﾊﾗ　ﾀｹｼ

東 幸司 林 愛翔 松本 大樹 向井 敦司 藤澤 龍人 尾子 高史 秋野 海 菅原 健
昭和の森 名古屋広幡 下館GC ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 富士ｺﾞﾙﾌ ｱﾘｼﾞ 新君津 大阪

参加人数：180人

※松山茉生選手の記載が漏れていたためOUT8：20に登録しました。

20 10:10 20 10:10

23 10:40 23 10:40

21 10:20 21 10:20

22 10:30 22 10:30

18 9:50 18 9:50

19 10:00 19 10:00

16 9:30 16 9:30

17 9:40 17 9:40

14 9:10 14 9:10

15 9:20 15 9:20

12 8:50 12 8:50

13 9:00 13 9:00

10 8:30 10 8:30

11 8:40 11 8:40

8 8:10 8 8:10

9 8:20 9 8:20

6 7:50 6 7:50

7 8:00 7 8:00

4 7:30 4 7:30

5 7:40 5 7:40

2 7:10 2 7:10

3 7:20 3 7:20

全日本アマチュアゴルファーズ選手権

開催コース：オールドオーチャードゴルフクラブ 2021年6月15日(火)

OUT IN

組 組

1 7:00 1 7:00

１日目ペアリング


