
.

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

クロサワ　ヒカル ヤマダ　ナオキ ヤナギダ　ヒデキ オガワ　ユウタ ウノセ　リク コイケ　ツトム マツオカ　リョウマ ヨコタ　ケンイチ

黒澤　光 山田　直紀 柳田　秀樹 小川　祐太 鵜瀬　璃久 小池　勉 松岡　遼馬 横田　健一

ハーモニーヒルズ 富士グリーンヒル 北神戸 ベアズパウ イーストウッド 鹿島南蓼科ゴルフコース 姫路シーサイド 西神戸

タケハナ　ソウタ キムラ　ヒトシ シモダ　リョウジ イワタ　ヤスアキ ヌカノブ　ヒデキ サトウ　タクマ コウツサ　ルト オキ　タケヒロ

竹花　颯汰 木村　仁 下田　涼治 岩田　泰彰 糠信　秀企 佐藤　匠真 高津佐　琉斗 沖　雄大

那須野ヶ原 イーストウッド WF名古屋港 ワールドカントリー 紫あやめ 昭和の森 WF名古屋港 西神戸

クリハラ　ハルト タカハシ　マサヨシ ニワ　ユウダイ ウミノ　タカハル オカベ　カイト シライ　リク ワダ　タクマル サイ　セイジュ

栗原　遙大 高橋　昌美 丹羽　悠太 海野　高春 岡部　開斗 白井　陸 和田　卓丸 蔡　政儒

イーストウッド 富士グリーンヒル 小杉 高松パブリック イーストウッド ウィーゴ 琵琶湖レーク 大阪パブリック

シンガキ　アツキ タキザワ　リョウ ナカムラ　ケンタ ムラカミ　マコト サイトウ　シュンイチ スズキ　ユウ ナガタ　トモユキ シマハラ　ユウキ

新垣　厚樹 滝澤　怜央 中村　鎌大 村上　誠 齋藤　旬一 鈴木　柚生 永田　智之 島原　佑樹

新君津 昭和の森 ダンロップ 北神戸 JGM宇都宮 下館 小杉 ダンロップ

7:28 7:28

オガワ　ブンペイ モモセ　マサミチ カネモト　ダイキ イケダ　ナオヨシ シミズ　ケント ネモト　ユウマ カワサキ　リョウタ キクチ　ユウト

小川　文平 百瀬　将道 金本　大輝 池田　尚良 清水　拳斗 根本　悠誠 河崎　涼太 菊池　悠斗

紫あやめ 小淵沢C.C WF名古屋港 北神戸 東日本Aシード 千葉よみうり 六甲国際 ダンロップ

コイズミ　ヨウヘイ カミノ　ヒデカズ ウリュウ　ヒロム ハタケヤマ　シンイチ アサダ　シノブ スギハラ　アキ イシガキ　シュウ サタケ　アンジ

小泉　洋平 神農　英和 瓜生　大夢 畠山　真一 朝田　忍 杉原　亜規 石垣　珠侑 佐竹　杏侍

イーストウッド 姉ヶ崎 北神戸 北神戸 姫路シーサイド ダンロップ アリジ 高松パブリック

ウダガワ　リチャド カナイ　シュンスケ ヤマグチ　ダイキ タカハラ　タクヤ ホソヤ　トモキ タケマツ　マサヒロ キムラ　マサヒコ オオタニ　ツバサ

宇田川　理茶度 金井　俊輔 山口　大騎 髙原　拓也 細谷　朋生 武松　将寛 木村　正彦 大谷　翼

イーストウッド 鹿島南蓼科ゴルフコース WF名古屋港 グランドーク 新君津 富士グリーンヒル よみうり 西日本シード

アイハラ　リョウタ ヨシダ　ソウイチロウ マナベ　コウ シンドウ　タイガ カワト　タカシ ヨシオカ　ヒロキ マスダ　ワタル ナベシマ　カズト

相原　涼汰 吉田　壮一郎 眞鍋　晄生 進藤　太雅 川戸　貴志 吉岡　洋樹 益田　航 鍋島　万人

イーストウッド 鹿島南蓼科ゴルフコース 高松パブリック 北神戸 新君津 東京よみうり 小杉 ベアズパウ

8:03 8:03

ヨシザワ　ミサキ フジタ　カズキ シブカワ　コウ イシガキ　ヒカル シンドウ　ソウタ シマヅ　ケンタロウ ウエダ　リョウマ コタケ　リョウガ

吉沢　己咲 藤田　和輝 渋川　煌 石垣　光琉 進藤　颯太 島津　健太郎 上田　涼真 小竹　遼河

全日本シード 北神戸 西日本シード 高松パブリック イーストウッド 瀬板の森 WF名古屋港 よみうり

ゴヴォロヴスキー　タイガ タナカ　ハル マツヤマ　マオ タニカワ　センイチロウ ホソヤ　モトキ コウ　ショウスケ オガワ　コタロウ キダ　セイゴ

ｺﾞｳﾞｫﾛｳﾞｽｷｰ　大河 田中　天晴 松山　茉生 谷川　仙一朗 細谷　幹 康　翔亮 小川　琥太郎 寄田　聖悟

東日本シード 昭和の森 WF森林公園 京阪 全日本シード 昭和の森 京阪ゴルフ倶楽部 高松パブリック

ヒラヤマ　コウサク ツノダ　タクヤ タニガワ　テルユキ アズマ　トウヤ シマオカ　マサト ハネイシ　ユウギ ヨシダ　タク ヒガシノ　シュウマ

平山　幸作 角田　卓也 谷川　輝幸 東　到矢 島岡　聖 羽石　有宜 吉田　達功 東野　秀馬

全日本シード 東京よみうり WF名古屋港 京阪 那須野ヶ原 ハーモニーヒルズ WF名古屋港 グランドオーク

ヒロベ　キヨタカ ヨコカワ　ヤスオ マツヤマ　レオ フジイ　ソウタ ヒガシ　アラン モリ　タケル サカイ　リョウヤ タカヤマ　シュンスケ

廣部　清隆 横川　泰夫 松山　怜生 藤井　想大 東　亜藍 森　虎琉 酒井　遼也 高山　峻輔

姉ヶ崎 富士ゴルフコース 小杉 六甲国際 全日本シード 千葉よみうり WF名古屋港 ダンロップ

8:38 8:38

イガイ　ヒナタ ツジタ　セイヤ トリイ　ヒロキ オクマツ　リョウタ スエヒロ　ダイチ サトウ　タクロウ ヒラマツ　コウタロウ タケウチ　コウセイ

亥飼　陽 辻田　晴也 鳥居　大揮 奥松　良太 末廣　大地 佐藤　卓郎 平松　孝太郎 竹内　康晴

全日本シード 鹿島南蓼科ゴルフコース 名古屋広幡 グランドーク 那須野ヶ原 東京よみうり 西日本シード 丸亀

シオザワ　ユウタ アカサカ　ノボル ナカマ　リョウマ メガ　ダイヤ ノヅマ　コウジ タムラ　ユウキ キヨモト　タカヒデ イシグチ　ヒロキ

塩沢　佑太 赤坂　昇 仲間　遼真 妻鹿　大也 野妻　浩二 田村　祐樹 清本　貴秀 石口　寛樹

下館 昭和の森 六甲国際 丸亀PGC 紫あやめ 鹿島南蓼科ゴルフコース 名古屋広幡 西神戸

トムラ　ソウタ スズキ　カオル カミヤ　タカユキ オオニシ　コウメイ イイダ　ユウマ ウエダ　ショウタ サラキ　ダイチ アキヤマ　カズミチ

戸村　空汰 鈴木　薫 神谷　敬行 大西　晃盟 飯田　悠麿 上田　翔太 皿木　大智 秋山　一道

新玉村 東京よみうり 名古屋広幡 マスターズ 紫あやめ WF名古屋港 グランドオーク 高松パブリック

モト　タイシ ワタナベ　リョウスケ タムラ　グンマ タニモト　イチロウ サトウ　カイト フジサワ　リョウ フカクサ　モトヒコ ヤマモト　エイタ

本　大志 渡部　良輔 田村　軍馬 谷本　伊知郎 佐藤　快斗 藤澤　諒 深草　元彦 山本　詠太

東日本Aシード 昭和の森 丸亀PGC 高松パブリック 東日本Aシード 鹿島南蓼科ゴルフコース WF名古屋港 丸亀

9:13 9:13

タムラ　サカイ ハセガワ　カズイチ ハヤシ　ケンゴ 西ﾆｼｶﾜ　ﾏｺﾄ エンドウ　シンノスケ イガイ　ウテナ シイナ　マサト タダ　オウセイ

田村　界 長谷川　和市 林　謙吾 西河　誠 遠藤　慎之介 亥飼　台 椎名　将大 多田　旺生

紫あやめ 千葉よみうり 名古屋広幡 水島ゴルフリンクス 新君津 東日本Bシード WF名古屋港 ダンロップ

シブイ　ｺｳﾀﾛｳ オオシマ　ミナト イシハラ　リュウノスケ ナカザワ　ダイキ サワイ　ヒロト イデ　タイヨウ アカマツ　セイシン ヤマダ　リュウノスケ

渋井　晃太郎 大嶋　港 石原　龍之介 中澤　大樹 澤井　啓杜 井出　太陽 赤松　成眞 山田　龍之介

紫あやめ WF名古屋港 西神戸 ダンロップ 東日本Aシード 富士見高原ゴフルコース つるや ダンロップ

エビハラ　シュウ ミチウエ　タケル タケナカ　ハヤト カナザワ　カズキ オハラ　リキ オグリ　テルヤ タキハラ　カイリ モリモト　ヒロフミ

海老原　脩 道上　嵩琉 竹中　捷人 金沢　一樹 小原　力 小栗　輝也 瀧原　海里 森本　裕史

紫あやめ 六甲国際 伊深の森 六甲国際 イーストウッド 伊深の森 ワールドカントリー 福岡雷山ゴルフ倶楽部

スズキ　リュウタ ヒライズミ　タケル タカギ　マサト オオシマ　コタロウ シムラ　ユラ タカムラ　ケンジ タナカ　ショウ マツダ　ナツキ

鈴木　隆太 平泉　驍 髙木　暢仁 大島　琥太郎 志村　由羅 高村　権児 田中　翔 松田　夏月輝

東日本Aシード 千葉よみうり 小松 大阪パブリック 那須野ヶ原 富士ゴルフコース WF名古屋港 西神戸

9:48 9:48

ハセガワ　カズヒロ サトウ　セイガ オオハシ　ショウゴ コミネ　ナオヒロ クリハラ　ユウ フルタ　ユウスケ アライ　タツノリ マツモト　リョウ

長谷川　和瑞大 佐藤　星河 大橋　翔悟 小峰　尚宏 栗原　悠宇 古田　雄介 新井　龍紀 松本　凌

紫あやめ 昭和の森 名古屋広幡 高松パブリック イーストウッド 昭和の森 中部日本シード グランドオーク

フカオ　ケンタ クドウ　アキラ ミツナリ　タケル フクモト　サトル ササキ　ケン オオクボ　ユウキ フジヤマ　カイセイ ホウジョウ　ヤクモ

深尾　健太 工藤　僚 光成　赳 福本　哲 佐々木　賢 大久保　友貴 藤山　開晟 北條　陽雲

新君津 小杉 小松 ベアズパウ 昭和の森 千葉よみうり ダンロップ 水島ゴルフリンクス

スザキ　ユウキ タナカ　サトル タカモト　ダイシ ヨシノ　ハルト スダ　コウヘイ アサノ　タカヒロ ムラミ　ソウタ タムラ　ルカ

須﨑　友貴 田中　悟 髙本　大士 吉野　陽翔 須田　航平 浅野　高浩 村見　双汰 田村　琉煌

千葉よみうり ダンロップ よみうり ダンロップ 那須野ヶ原 WF名古屋港 ダンロップ うぐいすの森水戸

タケダ　ダイスケ シムラ　ショウタロウ カクイ　カズヨリ イマムラ　リオ シゲナミ　ヨシヒコ タカノ　マサト ヤマタニ　タクマ キタムラ　ソウマ

武田　大輔 志村　翔太郎 角井　和頼 今村　吏桜 重南　慶彦 髙野　壮登 山谷　琢真 北村　聡馬

下館 富士ゴルフコース ベアズパウ つるや 千葉よみうり 東京よみうり 小杉 うぐいすの森水戸

参加人数：192人 黄色塗り＝繰上げ出場選手

24 10:16 24 10:16

22 10:02 22 10:02

23 10:09 23 10:09

2022年度
⑮

　　　全日本男子アマチュアゴルファーズ選手権
1日目ペアリング（繰上げ出場選手更新6/12）

開催コース：グランドオークプレイヤーズコース 2022年6月14日(火)

OUT IN

組 組

1 7:00 1 7:00

2 7:07 2 7:07

3 7:14 3 7:14

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

5 7:35 5 7:35

4 7:21 4 7:21

6 7:42 6 7:42

7 7:49 7 7:49

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

9 8:10 9 8:10

8 7:56 8 7:56

10 8:17 10 8:17

11 8:24 11 8:24

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

13 8:45 13 8:45

12 8:31 12 8:31

14 8:52 14 8:52

15 8:59 15 8:59

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

17 9:20 17 9:20

16 9:06 16 9:06

18 9:27 18 9:27

19 9:34 19 9:34

20 9:41 20 9:41

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

21 9:55 21 9:55


