
開催コース：静岡よみうりカントリークラブ . 2022年6月1日(水)

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

土屋 知廣 田中 鋭郎 吉岡 博一 伊東 健二 安富 秀樹 古賀 勲 吉谷 博之 三塚 胤紀

千葉よみうり 中部日本ｼｰﾄﾞ 西神戸 千葉よみうり 紫あやめ 名古屋広幡 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 紫あやめ

北川 富重 伊藤 哲彦 俵 聖徳 永井 克己 三河 順一 鹿俣 義春 平井 隆夫 辻 幸博

ｱﾘｼﾞ 岡山空港 東日本ｼｰﾄﾞ 名古屋広幡 ｱﾘｼﾞ 京都大原PC 昭和の森 ｱﾘｼﾞ

高木 宏 須長 順一 神谷 悠朗 菅原 健 櫻井 賢 田中 辰夫 水野 憲治 金子 茂行

高松パブリック 昭和の森 WF名古屋港 大阪パブリック 西日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 伊深の森 昭和の森

橋本 益夫 小町 進 園田 正文 髙橋 幸喜 山田 良 河田 育雄 鈴木 正吉 寺本 貢尚

昭和の森 昭和の森 名古屋広幡 北神戸 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰ WF名古屋港 富士ｺﾞﾙﾌ

眞﨑 敏寛 飛田 芳徳 判治 隆男 紺井　薫 柳川 貢 鯨井 邦夫 髙野 幹雄 塚田 順治

千葉よみうり 下館ｺﾞﾙﾌ WF名古屋港 大阪パブリック 昭和の森 昭和の森 小杉 伊深の森

篠崎 州央 髙橋 雄二 山下 豊喜 大田 卓一 横井 進 鶴岡 留勝 木村 雄一 植 修治

昭和の森 昭和の森 WF森林公園 奥津ｺﾞﾙﾌ 富士ゴルフ 千葉よみうり WF名古屋港 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

山川 忠男 吉野 明 山内 重樹 谷口 彰一 市川 清 深澤 一三 萩野 道夫 森下 進

昭和の森 昭和の森 小杉 北神戸 昭和の森 千葉よみうり 名古屋広幡 大阪パブリック

栗原 建二 中島 有二 渋谷 政治 石田 輝夫 磯崎 全良 福島 克彦 松本 英司 高山 耕一

紫あやめ 千葉よみうり WF名古屋港 よみうりｳｴｽﾄ 紫あやめ ﾊｰﾓﾆｰ 中部日本ｼｰﾄﾞ 奥津ｺﾞﾙﾌ

齋藤 実 内藤 俊雄 埴岡 孝一 小林 博樹 矢島 茂 平原 正満 高橋 克彦 山口 芳隆

千葉よみうり WF名古屋港 北神戸 ﾊｰﾓﾆｰ 昭和の森 伊深の森 紫あやめ ｱﾘｼﾞ

岩井 正一 小原 明人 蔡 秋明 岩崎 勤 近藤 克久 城 伸起 長富 公守 望月 修

紫あやめ 中部日本ｼｰﾄﾞ 西日本ｼｰﾄﾞ ﾊｰﾓﾆｰ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 伊深の森 西日本ｼｰﾄﾞ 富士ｺﾞﾙﾌ

水野 進一 加藤 信一 小川 竹男 山本 照明 武山 良一 本澤 顕一 藤崎 馨 小田桐 正治

全日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 WF森林公園 西日本ｼｰﾄﾞ 全日本ｼｰﾄﾞ 静岡よみうり 伊深の森 京都大原PC

岩波 肇 西井 隆一 杉山 雅則 小松崎 尊久 朝田 剛司 高木 清美 大東 重則 渡辺 和行

全日本ｼｰﾄﾞ WF森林公園 よみうりｳｴｽﾄ 下館ｺﾞﾙﾌ 全日本ｼｰﾄﾞ 伊深の森 西神戸 昭和の森

小島 朋広 沖 和人 栗林 修 森 俊光 青木 清治 結城　國彦 町田 元一 井上 真一

全日本ｼｰﾄﾞ 西日本ｼｰﾄﾞ ｱﾘｼﾞ WF名古屋港 全日本ｼｰﾄﾞ ダンロップ 千葉よみうり 伊深の森

厚見 信一郎 野上 一美 髙瀬 和弘 安達 幸雄 山田 耕市 岡村 平 広田 敏明 北口 満

よみうりｳｴｽﾄ 名古屋広幡 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ WF名古屋港 ﾊｰﾓﾆｰ 富士ｺﾞﾙﾌ 小杉 よみうりｳｴｽﾄ

向井　輝巳 関根 扶二男 山形 修 木村 博 渡辺 義輝 田中 勇 小島 鑑逸 片山 眞次

昭和の森 昭和の森 名古屋広幡 大阪パブリック 昭和の森 昭和の森 WF名古屋港 伊深の森

安原 正夫 村上 一 西山 靖彦 城間 貞次 岩井 武久 垂井 信明 森脇 正廣 内藤 良司

京都大原PC 下館ｺﾞﾙﾌ 東日本ｼｰﾄﾞ よみうりｳｴｽﾄ ﾊｰﾓﾆｰ 昭和の森 WF名古屋港 名古屋広幡

松原 柊亜 神谷 もも 清水 心結 田村 萌来美 池上　愛菜 加藤 菜摘 黒崎 美羽

那須野ヶ原 名古屋広幡 昭和の森 昭和の森 那須野ヶ原 高松パブリック ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

池ヶ谷 瑠菜 塩路 千尋 戸髙 玲奈 長阪 綾苗 小宮 千鶴 松本 蘭 齋藤 愛桜 森村 美優

名古屋広幡 西日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 名古屋広幡 ﾊｰﾓﾆｰ 那須野ヶ原 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

神谷 そら 飯島 早織 藤井 美羽 上久保 実咲 横山 珠々奈 中谷 玲 酒井 夏鈴 都 玲華

全日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 名古屋広幡 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 全日本ｼｰﾄﾞ 千葉よみうり 名古屋広幡 西日本ｼｰﾄﾞ

岡田 樹花 市村 杏 渡邊 紗弥華 長田 莉子 小俣 柚葉 蟹江 美羽 菊田 ひな 脇山 佳連

全日本ｼｰﾄﾞ 名古屋広幡 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 全日本ｼｰﾄﾞ 名古屋広幡 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 千葉よみうり

上田 澪空 大西 穂佳 新地 真美夏 西山 知里 香川 倫穂 益田 世梨 清本 美波 伊藤 愛華

全日本ｼｰﾄﾞ 西神戸 千葉よみうり 昭和の森 高松パブリック 花回廊 名古屋広幡 昭和の森

鳥居 さくら 水野 円琳 亀井 さくら 高田 菜桜 仲村 美咲 柴崎 香凛 伊藤 美輝 久世 夏乃香

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 昭和の森 名古屋広幡 千葉よみうり 大阪パブリック ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞ 千葉よみうり 西日本ｼｰﾄﾞ

川畑 優菜 岸本　千空 森田 乃愛 中嶋 月葉 山本 優香 勝見 梓 今西 さくら

東日本ｼｰﾄﾞ 高松パブリック 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 昭和の森 東日本ｼｰﾄﾞ 西神戸

参加人数：女子アマ54人、グランドシニア128人　合計182人 黄色塗り＝繰上出場選手

1.組合せおよびスタート時間は、欠場があった場合には変更することがある。

2.やむをえず参加を取止める場合は、必ず事前に連絡すること。

　大会前：PGS事務局(03)6280-3324、大会当日：静岡よみうりカントリークラブ(0537)26-2111

組

全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権

OUT IN

組

25 7:38

7:30

2 7:38

1 7:30 24

全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権

27 7:54

7:46

4 7:54

3 7:46 26

29 8:10

8:02

6 8:10

5 8:02 28

31 8:26

8:18

8 8:26

7 8:18 30

33 8:42

8:34

10 8:42

9 8:34 32

35 8:58

8:50

12 8:58

11 8:50 34

37 9:14

9:06

14 9:14

13 9:06 36

39 9:30

9:22

16 9:30

15 9:22 38

42

41 9:46

9:38

18 9:46

17 9:38 40

10:34

１日目ペアリング（繰上出場選手更新5/31）

23 10:34 46

45 10:26

10:18

22 10:26

21 10:18 44

43 10:02

9:54

20 10:02

19 9:54


