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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

久米 洋平 大同 一輝 梶谷 卓矢 相馬 義孝 坂東 芳篤 田中 陽介 江口 信二 辻田 晴也

WF名古屋港 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 全日本ｼｰﾄﾞ 那須野ヶ原 新君津 西神戸 名古屋広幡 初穂

北村 聡馬 平 大昭 三本木 晃 長島 英樹 中野 孝政 瀬戸口 雅昭 三嶋 祥昌

千葉よみうり ※美浦 ※ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ よみうりｳｴｽﾄ 紫あやめ 名古屋広幡

増田 圭介 山本 幸広 菊地 一郎 中村 哲也 神取 佑樹 武田 大輔 渡邊 哲也

全日本ｼｰﾄﾞ 名古屋広幡 那須野ヶ原 ※高松 中部日本ｼｰﾄﾞ 千葉よみうり 川越

長屋 健 錦織 英樹 廣瀬 淳一 名雪 雄一 寺西 直樹 稲波 勇茂 神農 竣以知 谷本 伊知郎

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 新玉村 中部日本ｼｰﾄﾞ 千葉よみうり WF森林公園 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 鹿島南蓼科 全日本ｼｰﾄﾞ

持田 誠一 内藤 智 荒井 將栄 緒方 貴浩 田中 有哉 浅野 高浩 杉江 友祐 町田 真二

下館 伊深の森 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ※千葉よみうり 阿騎野 WF森林公園 ※千葉よみうり 新玉村

増野 五三 荻野 順一郎 榊原 吉規 吉田 壮一郎 井上 高明 瀬戸 史郎 木崎 亮太 脇 康之

WF森林公園 川越 全日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 全日本ｼｰﾄﾞ ※よみうりｳｴｽﾄ 那須野ヶ原 ※富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ

湯山 賢祐 竹澤 功泰 朝比奈 太郎 石崎 友洋 篠塚 裕章 石井 啓太 岡田 賢 貞廣 祐孝

東京よみうり 那須野ヶ原 ※ｾﾌﾞﾝﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 伊深の森 千葉よみうり ※ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 東日本Ｂｼｰﾄﾞ

酒巻 栄太 田所 章郎 中村 寛亮 黒滝 公彦 鈴木 周吾 成房 愼太郎 今村 将章 中 崇大

美浦 ※下館 ※中部日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ WF森林公園 千葉よみうり ※水島

上田 哲也 高尾 陽介 稲沢 宏之 崔 永鎬 臼井 達也 林 久仁彦 岡林 良太 小林 功

六甲国際 名古屋広幡 ※JGM宇都宮 千葉よみうり 能登CC 昭和の森 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 川越

小栗 義文 西村 雅貴 戸田 秀一 増田 和茂 西山 英樹 加藤 正幸 松浦 勝志 西 隆弘

紫あやめ 千葉よみうり 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ WF名古屋港 ※千葉よみうり 那須野ヶ原 WF森林公園 ﾜｰﾙﾄﾞ

川戸 貴志 山田 豊 渡邊 将人 高橋 宏明 北澤 浩二 篠田 裕邦 西川 和之 河野 真一

※新君津 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ※西神戸 昭和の森 ※那須野ヶ原 昭和の森 よみうりｳｴｽﾄ 千葉よみうり

吉田 達功 前田 賢祐 内田 侑緒 一宮 京介 築山 一佳 橋本 健 中岡 和則 石川 仁之

WF森林公園 つるや西宮北 千葉よみうり 川越 名古屋広幡 那須野ヶ原 ﾜｰﾙﾄﾞ 千葉よみうり

宮林 俊 桂川 博行 薬師寺 輝 津村 直樹 樋口 丈洋 岡 伸樹 藤倉 雅士 小川 恭伸

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ WF名古屋港 紫あやめ ※ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ※東日本ｼｰﾄﾞ WF名古屋港 那須野ヶ原 よみうりｺﾞﾙﾌ

圡方 清貴 辻本 真志 森田 康彦 吉松 昌弘 鈴木 貴士 木村 仁 桑原 竜也 張田 巧

千葉よみうり ※ダンロップ 伊深の森 太平洋成田 ※ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 千葉よみうり WF名古屋港 那須野ヶ原

横田 健一 柏木 和樹 西川 忠克 瀧澤 信二 千野 正二郎 世古 祐飛 小川 祐太 太田 聡

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 東日本Ｂｼｰﾄﾞ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 千葉よみうり 千葉よみうり 那須野ヶ原 ※ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ WF森林公園

八木 慎太郎 廣瀬 恵一 根津 博嗣 小玉 雅 間庭 一樹 山岡 拓史 上田 秀寿

名古屋広幡 よみうりｳｴｽﾄ 下館 ※千葉よみうり ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 鹿島南蓼科 ※鬼ﾉ城

島倉 一浩 本澤 翼 野々部 良 平井 宏幸 佐々木 賢 黒澤 正之 弦巻 淳一 井尻 勝也

那須野ヶ原 新君津 ※伊深の森 北神戸 東日本Ｂｼｰﾄﾞ ｱﾘｼﾞ 下館 高松

佐藤 尊則 坂本 達也 善方 幸次 中村 鎌大 山﨑 誠司 福山 貴信 近藤 歳宗 西村 貴之

千葉よみうり ※瀬板の森北九州 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 紫あやめ 瀬板の森北九州 ※WF名古屋港 東京よみうり

渡邉 圭介 菅沼 義隆 熊谷 厚水 三輪 昭 鈴木 雅弘 渡部 美和 南家 健太

千葉よみうり JGM宇都宮 ※下館 ※よみうりｺﾞﾙﾌ ※紫あやめ 新君津 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

塩沢 佑太 川口 英明 政岡 悟 村山 嘉彦 今村 大志郎 岡本 忠司 永井 翔太郎 中村 瞭

那須野ヶ原 千葉よみうり WF森林公園 瀬板の森北九州 WF森林公園 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 清里 うぐいす水戸

岩城 基司 加藤 洋 土居 一憲 大橋 元 前田 英美 笠嶋 直樹 井上 陽二 橋本 潤

千葉よみうり 新玉村 よみうりｳｴｽﾄ 名古屋広幡 新君津 よみうりｳｴｽﾄ 千葉よみうり WF名古屋港

小峰 尚宏 石川 浩己 服部 二三夫 幸田 恭典 重南 慶彦 大西 潤 山端 孝博

高松 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ WF名古屋港 美浦 ※ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ WF名古屋港 千葉よみうり

新川 正悟 川村 勇貴 吉田 聡 中谷 和彦 片山 直彦 渡邉 泰介 安田 康輔 佐藤 健

※京阪 ※新君津 那須野ヶ原 ※富士ｸﾞﾘ-ﾝﾋﾙ 千葉よみうり ※太田双葉 ｾﾌﾞﾝﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ ※下館

参加人数：179人 9月9日現在黄色の網掛け（組合せ発送後の繰上り選手）

21 10:20 44 10:20

22 10:30 45 10:30

20 10:10 43 10:10

23 10:40 46 10:40

18 9:50 41 9:50

19 10:00 42 10:00

16 9:30 39 9:30

17 9:40 40 9:40

14 9:10 37 9:10

15 9:20 38 9:20

12 8:50 35 8:50

13 9:00 36 9:00

10 8:30 33 8:30

11 8:40 34 8:40

8 8:10 31 8:10

9 8:20 32 8:20

6 7:50 29 7:50

7 8:00 30 8:00

4 7:30 27 7:30

5 7:40 28 7:40

2 7:10 25 7:10

3 7:20 26 7:20

PGS全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権

開催コース：イーストウッドカントリークラブ 2022年9月10日(土)

OUT IN

組 組

1 7:00 24 7:00


