
.

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

オオエ　トシハル サカモト　タツヤ ミノツ　トモユキ サルヤマ　リュウジ イジリ　カツヤ オグラコウシ ユアサ　ススム ヨシオカ　マサズミ

大江　利治 坂本　達也 蓑津　智行 猿山　隆二 井尻　勝也 小倉　康史 湯浅　進 吉岡　栄徴

マスターズ 瀬板の森北九州ｺﾞﾙﾌｺｰｽ WF名古屋港 東京よみうり 高松パブリック マスターズ WF名古屋港 イーストウッド

オオニシ　ケイスケ マツオ　シュウジ ホリエ　ノリヒサ カジタニ　タクヤ ウヌマ　シゲル バンド　アツシ マスダ　ダイキ タキザワ　イサオ

大西　啓介 松尾　修史 堀江　典充 梶谷　卓矢 鵜沼　茂 播戸　篤志 増田　大樹 滝沢　勲

WF名古屋港 奥津 定光寺 オールドオーチャード うぐいすの森 グランドオーク WF名古屋港 紫あやめ36

シンドウ　タケユキ イシザキ　トモヒロ ハリグチ　シンゴ ムラタ　マサノリ ヒサトミ　ヤスヒロ ワタナベ　サトシ ナカヤマ　カズナリ ホソジマ　ヤスヒデ

進藤　武之 石崎　友洋 播口　真午 村田　全功 久富　康弘 渡辺　悟志 中山　和成 細島　保秀

うぐいすの森 ベアズ WF名古屋港 千葉よみうり 千葉よみうり よみうりウエスト 川越 下館

ナカイ　カツヨシ スズキ　マサヒロ ヨコヤマ　ミツヒロ ツノダ　タクヤ コハラ　ケイ エムラ　ヒロジ モリシタ　ジュンペイ セイ　ヨシナリ

中井　克佳 鈴木　雅博 横山　三博 角田　卓也 小原　景 江村　博次 森下　純平 清　良成

西日本シード 有馬ロイヤル 川越 東京よみうり 中部日本シード 福岡雷山 富士見高原ゴルフコース 紫あやめ36

サイツ　ヒロアキ フカガワ　アキヒト アライ　タクミ モリタ　マサヒロ イノウエ　タカアキ ハタケヤマ　シンイチ オジ　タカシ キノシタ　テルヒロ

才津　博昭 深川　昭人 新井　匠 森田　正浩 井上　高明 畠山　真一 尾子　高史 木下　輝洋

紫あやめ36 よみうりウエスト 小淵沢CC オールドオーチャード 西日本シード 北神戸 WF名古屋港 ｾｺﾋﾟｱｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞｲﾝﾁﾖﾀﾞ

7:35 7:35

ワダ　マコト オガワ　ユウタ ヒラヌマ　ヒロヤス サイトウ　ケンジ カワゴエ　マサタカ ダイドウ　カズキ イトウ　コウジ タシロ　カズヒロ

和田　真 小川　祐太 平沼　宏康 齊藤　賢司 川越　正誉 大同　一輝 伊藤　耕治 田代　量裕

西日本シード ベアズ 名古屋広幡 昭和の森 北六甲ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部東ｺｰｽ グランドオーク 下館 富里ゴルフ倶楽部

イワモト　マモル トヨヤマ　セイタロウ ナガシマ　ヒデキ ツジタ　セイヤ カンドリ　ユウキ タカモト　ダイシ オオヤマ　セキサイ コミネ　キヨジ

岩本　守 豊山　清太郎 長島　英樹 辻田　晴也 神取　佑樹 髙本　大士 大山　碩済 小峰　教司

有馬ロイヤル ベアズ 富士グリーン 千葉よみうり 中部日本シード よみうりウエスト WF名古屋港 昭和の森

カミヤ　タカユキ マエダ　シュウサク フカガワ　マサオ アイザワ　ナオヤ ワタナベ　マサト リクハシ　ヒデキ カトウ　マサタカ ヤマダ　トシアキ

神谷　敬行 前田　修作 深川　雅央 相澤　直哉 渡邊　将人 陸橋　秀規 加藤　昌孝 山田　俊明

中部日本シード ダンロップ WF名古屋港 千葉よみうり 西神戸 グランドオーク ウィーゴカントリー倶楽部 JGM宇都宮

オクノ　ユウスケ コナカ　ケイゴ オクムラ　ヒロユキ ワラガイ　カズジ ヒロセ　ジュンイチ タカハラ　タクヤ ナリフサ　シンタロウ ミサワ　タカユキ

奥野　裕介 小中　啓吾 奥村　博之 藁谷　和一 廣瀬　淳一 髙原　拓也 成房　愼太郎 三澤　孝至

大阪パブリック ワールド 小杉 千葉よみうり 中部日本シード グランドオーク WF森林公園 富里ゴルフ倶楽部

セキ　ジュンゴ ミツイ　ヨシケイ フジシマ　ソウイチロウ クマガイ　ジュン オザキ　リュウジ ミヤタニ　ヨシヒロ ワタナベ　シンイチロウ ツネマツ　カズヒト

関　淳悟 三井　吉奎 藤島　壮一郎 熊谷　淳 尾崎　竜二 宮谷　佳宏 渡辺　紳一郎 恒松　和仁

中部日本シード グランドオーク 小杉 オールドオーチャード ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ベアズ WF名古屋港 ｾｺﾋﾟｱｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞｲﾝﾁﾖﾀﾞ

8:17 8:17

ヤハタ　タロウ ナカムラ　マキ カシワギ　カズキ サメジマ　ヒトシ スエハラ　タケシ キダ　トオル アオキ　ダイスケ

八幡　太朗 中村　真希 柏木　和樹 鮫島　均 末原　健 喜田　徹 青木　大輔

マスターズ ﾌｪﾆｯｸｽｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 富士グリーン 富士ゴルフコース 北神戸 よみうりウエスト WF名古屋港

カトウ　リュウタ ドイ　ノリヒロ マツウラ　カツシ ホンザワ　ツバサ イノウエ　トモカズ マニワ　カズキ ヨシカワ　タロウ オカダ　カズオ

加登　隆太 土肥　範広 松浦　勝志 本澤　翼 井上　智一 間庭　一樹 吉川　太郎 岡田　一夫

グランドオーク 西神戸 WF森林公園 千葉よみうり 高松パブリック グランドオーク よみうりゴルフ倶楽部 イーストウッド

ナカ　タカヒロ フジワラ　ツヨシ アリヨシ　タカフミ マツナミ　リョウ キノシタ　コウガク ミカミ　ヨウジロウ タナハシ　ヤスシ オノデラ　トモオ

中　崇大 藤原　毅 有吉　孝文 松並　良 木下　光学 三上　陽二郎 棚橋　泰之 小野寺　智夫

京阪ゴルフ倶楽部 アオノ 富士グリーン 千葉よみうり 北六甲ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部東ｺｰｽ よみうりウエスト WF名古屋港 千葉よみうり

アキノ　カイ マツトモ　リョウスケ サワダ　ツトム セトグチ　マサアキ ワタナベ　テツヤ タナカ　ヨウスケ クボタ　セイジ カネカワ　モトハル

秋野　海 松友　涼祐 澤田　勉 瀬戸口　雅昭 渡邊　哲也 田中　陽介 久保田　誠司 金川　基晴

東日本Ａシード 花回廊 WF名古屋港 紫あやめ36 東日本Ｂシード 西神戸 伊深の森 オールドオーチャード
　

シオタ　カズフミ オクマツ　リョウタ タナカ　カズヒコ タカムラ　タモツ フジシロ　ツネマサ カンダ　アツシ ズショ　ヒロシ タムラ　ヨシヒロ

塩田　一史 奥松　良太 田中　一彦 高村　保 藤城　経真 神田　篤 調所　寛 田村　嘉宏

東日本Ｂシード グランドオーク 伊深の森 うぐいすの森 東日本Ａシード 高松パブリック WF名古屋港 静岡よみうり

8:59 8:59

タダモリ　クニアキ イシハラ　ノブユキ ノムラ　タカヒロ カトウ　セイジ マツオカ　ダイスケ カトウ　トキヒコ ヤマグチ　ダイスケ オカダ　リョウスケ

只森　邦亮 石原　伸行 野村　卓洋 加藤　省志 松岡　大輔 加藤　時彦 山口　大介 岡田　良介

京阪ゴルフ倶楽部 アリジ 富士ゴルフコース よみうりゴルフ倶楽部 六甲国際パブリックコース 北六甲ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部東ｺｰｽ 富士ゴルフコース 紫あやめ36

カミヤ　ケンスケ スギウラ　シゲキ ミウラ　ヒロキ タケザワ　ノリヤス ヒライ　ヒロユキ ホリ　ノブヨシ スズキ　ノリユキ オオヤ　ゴイチロウ

神谷　謙佐 杉浦　茂樹 三浦　紘樹 竹澤　功泰 平井　宏幸 堀　信義 鈴木　紀行 大谷　五一郎

ダンロップ 名古屋広幡 WF名古屋港 那須野ヶ原 よみうりウエスト 小松パブリック 名古屋広幡 イーストウッド

スズキ　タカシ イノウエ　ヤスヒト ミヤシタ　メグム キムラ　ヒトシ ヒロセ　ケイイチ フルキ　カズオ キヌガサ　ヨウジ カマタキ　ヨリヒサ

鈴木　貴士 井上　泰人 宮下　恵 木村　仁 廣瀬　恵一 古木　和夫 衣笠　洋司 鎌滝　順久

全日本ｼｰﾄﾞ ワールド 富士グリーン 千葉よみうり 全日本ｼｰﾄﾞ ワールド 東京よみうり 前橋

タニモト　イチロウ ミズグチ　アツシ ヤマナカ　トシヤス イナザワ　ヒロユキ ヤマムラ　ノリヒト フジイ　ケンヤ シモダ　リョウジ クラシマ　ヤスカズ

谷本　伊知郎 水口　淳司 山中　敏靖 稲沢　宏之 山村　憲人 藤井　賢哉 下田　涼治 倉島　保一

全日本ｼｰﾄﾞ 京都大原PC 小杉 那須野ヶ原 全日本ｼｰﾄﾞ 大阪パブリック WF名古屋港 千葉よみうり

サカキバラ　ヨシノリ ニシオ　アツキ オガワ　ヤスノブ ナカジマ　ユウタ キタタニ　タカユキ タニウチ　ショウゴ ハヤカワ　ナオキ アリガ　エイイチロウ

榊原　吉規 西尾　篤樹 小川　恭伸 中嶋　勇太 北谷　孝幸 谷内　祥吾 早川　直希 有我　栄一郎

全日本ｼｰﾄﾞ 滋賀甲南C.C 前橋 千葉よみうり 全日本ｼｰﾄﾞ 京都大原PC WF名古屋港 千葉よみうり

9:41 9:41

ニシカワ　カズユキ アライ　マサヒデ オオニシ　ジュン カナイ　シュンスケ ササキ　ケン シゲナミ　ヨシヒコ オオニシ　ヨシミツ レスネット　ダニエル

西川　和之 荒井　將栄 大西　潤 金井　俊輔 佐々木　賢 重南　慶彦 大西　義光 レスネット　ダニエル

よみうりウエスト グランドオーク WF名古屋港 イーストウッド 富士ゴルフコース 千葉よみうり 大阪パブリック 新君津

フクダ　ヒデシ ミヤモト　トシユキ イナミ　タカシゲ ヤナギサワ　ケンジ モトカワ　トモヒロ ニシカワ　リョウタ サカモト　シンイチ ヒグチ　タケヒロ

福田　英志 宮本　敏幸 稲波　勇茂 柳澤　賢仁 元川　友啓 西川　良太 坂本　晋一 樋口　丈洋

北六甲ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部東ｺｰｽ 北神戸 初穂 千葉よみうり 高松パブリック 小杉 新玉村 那須野ヶ原

ナガハシ　ヨシアキ アズマ　コウヘイ カワグチ　マサキ サカマキ　エイタ キクチ　イチロウ ミヤザキ　トモナリ サダヒロ　ユタカ ニシヤマ　エイキ

永橋　克明 東　公平 河口　正樹 酒巻　栄太 菊地　一郎 宮崎　知成 貞廣　祐孝 西山　英樹

ベアズ 滋賀甲南C.C 伊深の森 紫あやめ36 東日本Ａシード グランドオーク 富士ゴルフコース 千葉よみうり

モモダ　ケイイチ カワグチ　ケイスケ ワカマツ　トシハル アソウ　ショウタ テラニシ　トシヒト ホリグチ　ノリヒロ ホリノウチ　ヨシタケ コバヤシ　イサオ

百田　桂一 川口　圭典 若松　利晴 朝生　翔太 寺西　俊人 堀口　典弘 堀之内　佳武 小林　功

東日本Ｂシード 瀬板の森北九州ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 新玉村 千葉よみうり 北神戸 WF名古屋港 昭和の森 川越

ハナオカ　タカヤ ヒライ　ケンジ ヨコタ　ケイスケ ナカヤマ　ヒロフミ ハシモト　コウジ コンドウ　カツノリ

花岡　貴也 平井　賢治 横田　圭右 中山　博文 橋本　浩二 近藤　勝則

富士ゴルフコース 高松パブリック WF名古屋港 鬼ノ城 湯村カンツリークラブ WF名古屋港

参加人数：197人

25 10:16

24 10:09 24 10:09

25 10:16

22 9:55 22 9:55

23 10:02 23 10:02

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

21 9:48 21 9:48

19 9:27 19 9:27

20 9:34 20 9:34

17 9:13 17 9:13

18 9:20 18 9:20

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

16 9:06 16 9:06

14 8:45 14 8:45

15 8:52 15 8:52

12 8:31 12 8:31

13 8:38 13 8:38

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

11 8:24 11 8:24

9 8:03 9 8:03

10 8:10 10 8:10

7 7:49 7 7:49

8 7:56 8 7:56

3 7:14 3 7:14

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

6 7:42 6 7:42

4 7:21 4 7:21

5 7:28 5 7:28

1 7:00 1 7:00

2 7:07 2 7:07

2021年度
　全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権

②
1日目ペアリング

開催コース：グランドオークプレイヤーズコース 2021年9月08日(水)

OUT IN

組 組


