
予選ラウンド組合せ及びスタート時間 【Official Pairings & Starting Time】

2022年6月17日（金）

東コース　午前 西コース　午前

1組 7:00 ＠河野 里志 東  　大智 西岡　宏晃 杉浦　　斎 1組 7:00 ＠石本    巧 加藤　勇希 吉桑　佑太 和田　七星

2組 7:09 ＠髙野 健汰 中山　　智 松井　貴鋭 堂本 新太朗 2組 7:09 ＠西村 仁成 牧  　 司 河合　庄司 土肥　将英

3組 7:18 ＠高山 寿輝 岩﨑　潤也 﨑川　将司 楠田　常乃 3組 7:18 ＠平松 孝太郎 寺田　天我 原田　大介 白石　大和

4組 7:27 ＠松田 菜々榎 笠　　哲郎 弘井　太郎 松上　和弘 4組 7:27 ＠加登 隆太 中武　　力 佐橋　寿樹 足立　佳樹

5組 7:36 ＠生山 堅哉 上松　佑平 松浦　武史 安浦　一輝 5組 7:36 ＠西川 雅裕 三木　由人 久保　　圭 山内　正和

6組 7:45 ＠奥松 良太 ＠乾　　雄太 西村　和也 松村　景太 6組 7:45 ＠都　　和馬 大川　詩穏 松田　聖司 友次　啓晴

7組 7:54 ＠中田 康太郎 ＠岩田 泰彰 森井　晶紀 梶村　夕貴 7組 7:54 ＠中村 寛亮 ＠今村 吏桜 松田　高明 山ノ口 章大

8組 8:03 ＠髙田 弘司 ＠中西　　伶 近藤　龍一 秦　　和弘 8組 8:03 ＠向山 昭三 水田　竜昇 溝口　英二 前田　紘成

9組 8:12 ＠田中 雅登 ＠岩﨑 潤一 中村　匠汰 榎本　剛志 9組 8:12 ＠藤井 将彦 ＠田中 有哉 江尻　　壮 田保　龍一

10組 8:21 ＠中西 永知 ＠香川　　友 平川　晴朗 田中　一輝 10組 8:21 ＠大西 晃盟 ＠山崎 有輝 山下　文弥 門田 健太郎

11組 8:30 ＠石口 寛樹 ＠東野 秀馬 石過 功一郎 大澤 　 優 11組 8:30 ＠横田 健一 ＠浅香    諒 奥村　拓海 坂本　一馬

東コース　午後 西コース　午後    

1組 11:20 ＠井上 泰人 ＠藤山 開晟 小西　雄介 新井　隆一 1組 11:20 ＠木下 智喜 田村　光正 森岡 俊一郎 永井　　源

2組 11:29 ＠赤松 成眞 出石　幸喜 坂本　篤正 石丸　昌史 2組 11:29 ＠山﨑 幸二 紀平　大樹 辻　　惠允 都間　克則

3組 11:38 ＠香月 健太 武内　伸悟 安森　一貴 林　　周平 3組 11:38 ＠太田 浩年 今西　俊介 三田 真弘 櫻井　隆輔

4組 11:47 ＠一色 正太郎 徳光　祐哉 前川　太治 曽我 将志 4組 11:47 ＠北野 貴斗 阪本 　 烈 今井　陽介 青山　晃大

5組 11:56 ＠津村 英明 飯田　耕正 山本　範幸 樫原　大貴 5組 11:56 ＠野村 匡良 ＠白野 柚稀 上田　敦士 山﨑  　宏

6組 12:05 ＠高山 峻輔 辻村　暢大 日高　裕貴 島野　璃央 6組 12:05 ＠前田 廉太 ＠竹谷 佳朗 高尾　敦仁 弓削　淳詩

7組 12:14 ＠石塚 祥成 佐々　悦彦 久志岡 俊海 松井 弘樹 7組 12:14 ＠松田 秀人 ＠井ノ上 昇吾 三島　泰哉 西川　拓巳

8組 12:23 ＠井阪　  広 原田　　凌 野波　弘一 青山　　剛

●　当日の欠席者、その他の都合で組合せを変更する事がある。 ●　競技に際しては、公認球を使用する事。

●　ローカルルールに追加、変更のあるときには、スタートに掲示して告知する。

●　悪天候のため36ホールプレーが出来なかった場合は18ホールで競技を成立する事がある。 ●　スタート時刻に遅れた場合は競技失格となります。

●　距離測定器の使用を認める（傾斜・風速などの計測は認めない） ●　クラブハウス入場の際、検温とマスク着用にご協力下さい。

●　選手及び関係者以外の方はコースに入場出来ません。

＠アマ51名　プロ　97名

●　決勝進出者はアマ20位タイ、プロ50位タイ、までが決勝進出とする。

   大会競技委員長　山本　千秋
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