
.

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

高山 峻輔 松本 伸一 金沢 一樹 蜷川 裕規 鎌田 晋輔 清水 泰貴 塩田 星 小川 祐太

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞｺﾞﾙﾌｺｰｽ 六甲国際ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺｰｽ 北六甲CC ﾏｽﾀｰｽﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部 西神戸 六甲国際ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺｰｽ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

加藤 渉 横田 健一 鳥羽 孝尚 福本 圭二 石垣 光琉 木村 正彦 田中 紘人

丸亀ＰＧＣ 西神戸 京都大原PC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうりｳｴｽﾄ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ

上田 哲也 藤山 開晟 角 徳文 小松原 弘行 酒井 勝 皿木 大智 三垣 保 菅原 健

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 花回廊 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 花回廊 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

小西 祐司 今村 吏桜 辻丸 龍之介 堀内 晋平 村上 誠 長田 修一郎 村山 嘉彦 山本 詠太

ﾏｽﾀｰｽﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部 つるやｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 福岡雷山ｺﾞﾙﾌ倶楽部 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝｺﾞﾙﾌｺｰｽ 瀬板の森北九州ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 丸亀ＰＧＣ

阿部 行雄 瓜生 大夢 藏元 稔亮 道上 嵩琉 角江 陸翔 清留 和登 島田 航輔 長尾 一樹

琵琶湖ﾚｰｸ 北神戸 瀬板の森北九州ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 六甲国際ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺｰｽ 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾏｽﾀｰｽﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

進 亮介 中村 信一郎 原田 健太朗 森 忠司 藤川 厚史 岡本 忠司 田中 正記 唐津 肖成

福岡雷山ｺﾞﾙﾌ倶楽部 よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 六甲国際ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺｰｽ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞｺﾞﾙﾌｺｰｽ

7:45 7:45

藤井 想太 柳元 繁 中濱 健太 岡田 賢 濱 日出夫 東野 大洋 村見 双汰

六甲国際ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺｰｽ ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝｺﾞﾙﾌｺｰｽ 北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 琵琶湖ﾚｰｸ 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

中村 鎌大 池田 尚良 立田 直行 瀧原 海里 西河 誠 今西 康仁 小竹 遼河 安積 義龍

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ よみうりｳｴｽﾄ 北六甲CC

岡 大介 松本 凌 眞鍋 晄生 小林 竜馬 西本 英太郎 赤松 成眞 東本 雅至 蔡 政儒

京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北六甲CC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ つるやｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 北神戸 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

松本 聡 谷川 仙一朗 川内 隆 髙本 大士 金森 隆介 古賀 正信 坂根　正己 間庭 一樹

ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾏｽﾀｰｽﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部 よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 西神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

島原 佑樹 中村 翔英 隠地 俊樹 中岡 和則 柴田 晨之介 森本 裕史 菊池 悠斗 橋本 嘉郎

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 丸亀ＰＧＣ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 福岡雷山ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸

福本 哲 石原 龍之介 坂原 唯文 金乙 久人 渡辺 悟志 渋川 煌 橋口 孝幸 山本 紋太

ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 西神戸 奥津 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ よみうりｳｴｽﾄ 西日本ｼｰﾄﾞ 琵琶湖ﾚｰｸ 京都大原PC

8:37 8:37

豊里 裕士 池本 純一 谷本 伊知郎 多田 旺生 西山 光昭 奥村 幸治 中澤 大樹 藤本 博樹

西日本ｼｰﾄﾞ 西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 瀬板の森北九州ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 北六甲CC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ

前谷 貴之 進藤 太雅 髙原 拓也 田村 軍馬 平松 孝太郎 河合 隆太 林 稜雅 羽藤 泰三

岡山空港 北神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 丸亀ＰＧＣ 西日本ｼｰﾄﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

角井 和頼 東野 秀馬 友松 太一 村山 大郎 海野 高春 井上 薫 朝田 忍 妻鹿 大也

ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 瀬板の森北九州ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞｺﾞﾙﾌｺｰｽ 丸亀ＰＧＣ

松岡 遼馬 大谷 翼 神谷 謙佐 廣瀬 英典 小川 琥太郎 加藤 友也 藤本 貴久 鍋島 万人

姫路ｼｰｻｲﾄﾞｺﾞﾙﾌｺｰｽ 西日本ｼｰﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 琵琶湖ﾚｰｸ 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾏｽﾀｰｽﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

大西 晃盟 大同 一輝 瀧尻 博史 畠山 真一 岡崎 和己 石口 寛樹 藤田 和輝 杉浦 裕治

ﾏｽﾀｰｽﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 六甲国際ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺｰｽ 北神戸 岡山空港 西神戸 北神戸 奥津

中村 一博 長田 慎太郎 新川 正悟 佐竹 杏侍 岡 真太朗 仲間 遼真 黒田 修司 山田 龍之介

ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 京都大原PC 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 花回廊 六甲国際ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺｰｽ ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

9:30 9:30

大島 琥太郎 吉井 資 竹内 康晴 川村 一透 大山 政直 上江洲 由克 藤本 周三 小峰 尚宏

大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 丸亀ＰＧＣ よみうりｳｴｽﾄ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

田中 悟 新井 将文 中 崇大 寄田 聖悟 石川 健一 北條 陽雲 河本 好範 柳田 秀樹

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 奥津 北神戸

大塚 麻生 石崎 友洋 松田 夏月輝 森 和人 櫻井 賢 楠田 博隆 垂水 賢太 沖 雄大

六甲国際ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺｰｽ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 西神戸 ﾏｽﾀｰｽﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部 京都大原PC 米子ｺﾞﾙﾌ場 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西神戸

杉原 亜規 三浦 大樹 秋山 友陽 島津 健太郎 田浦 玄尋 吉野 陽翔 原田 靖

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 瀬板の森北九州ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 瀬板の森北九州ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 六甲国際ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺｰｽ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾏｽﾀｰｽﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部

片岡 大地 勝山 明治 奥松 良太 尹 大治 藤本 淳一 岩田 泰彰 加登 隆太 宮谷 一敬

花回廊 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 丸亀ＰＧＣ

和田 卓丸 藤井 賢哉 東 到矢 大西 勝也 増田 順平 秋山 一道 河崎 涼太 杉本 武士

琵琶湖ﾚｰｸ ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 六甲国際ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺｰｽ 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部

参加人数：189人 黄色塗り＝繰上げ出場選手
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2022年度全日本アマチュアゴルファーズ選手権　西日本地区決勝大会

開催コース：ダンロップゴルフコース 2022年5月25日(水)

OUT IN

組 組

1 7:00 1 7:00

１日目ペアリング（繰上出場選手更新5/22）


