
2017年度（第102回）日本アマチュアゴルフ選手権予選競技(東日本)
組合せおよびスタート時刻表　(参加者120名)

1st Tee 10th Tee
No. TIME 所属 No. TIME 所属 No. TIME 所属 No. TIME 所属

鈴木　敬太 長太郎ＣＣ 亥飼　台 ＪＧＡジュニア会員 関　凌之介 フェニックスＣＣ 宝泉　研輝 ＪＧＡジュニア会員

矢野　辰典 ＪＧＡジュニア会員 伊藤　泰良 那須小川ＧＣ 田中　将吾 水戸ＧＣ 松田　永基 清川ＣＣ

上迫　友貴 太平洋Ｃ御殿場Ｃ 服部　滋多 白帆ＣＣ 吉田　良彌 シェイクスピアCC 大原　健陽 成田東ＣＣ

辻下　英良 大厚木ＣＣ 川﨑　邦朗 龍ヶ崎ＣＣ 吉澤　一瑠 ＪＧＡジュニア会員 髙槗　洋平 オリムピックＣＣ

水上　晃一 袖ヶ浦ＣＣ 島田　康成 都留ＣＣ 野呂　涼 長太郎ＣＣ 上野　陸 久米ＣＣ

小倉　晃知 グリーンアカデミーＣＣ 岩田　卓也 ＪＧＡジュニア会員 本間　佑 鹿沼７２ＣＣ 村尾　優一 ＪＧＡジュニア会員

梅津　慶士 ＪＧＡジュニア会員 大内田　慎一郎 岡部チサンＣＣ 小室　敬偉 ＪＧＡジュニア会員 吹野　耕一 富士Ｃ笠間Ｃ

アンディ　カン PLO　INTERNATIONAL 満留　一瑳 美浦ＧＣ 岡田　大輔 那須小川ＧＣ 小野　耕平 ニッソーＣＣ

伊藤　優太 東京五日市ＣＣ 鈴木　淳一 横浜ＣＣ 船橋　数晃 岡部チサンＣＣ 中部　隆 袖ヶ浦ＣＣ

蔡　政儒 楽天GORA 長谷川　望 水戸グリーンＣＣ 山田　吉希 JGM セベバレステロスGC 梶原　正吾 福岡レイクサイドＣＣ

小林　隆寿 東千葉ＣＣ 荒井　竜也 ＪＧＡジュニア会員 浮ケ谷　博之 千葉ＣＣ 大栗　辰弥 那須小川ＧＣ

松村　本盛 きみさらずＧリンクス 沼田　凌 鹿沼７２ＣＣ 須藤　啓太 学連 良川　卓也 塩原ＣＣ

戸松　仁 ＪＧＡジュニア会員 大沼　竜也 学連 前田　知紀 ＪＧＡジュニア会員 園田　昂生 大熱海国際ＧＣ

佐藤　礼弥 川越ＣＣ 森　幹太 千成ＧＣ 篠﨑　嘉音 那須ＣＣ 渋谷　晃太郎 サンヒルズＣＣ

平野　忠則 扶桑ＣＣ 荘司　将貴 水戸レイクスＣＣ 石毛　誠 那須小川ＧＣ 岩沢　一輝 ＪＧＡプレミアム会員

金田　直之 ニッソーＣＣ 髙橋　薫 高坂ＣＣ 吉藤　早武 Gulf Harbour CC 岡戸　行雄 浅見ＧＣ

新木　衛 千成ＧＣ 長野　京介 サンコー７２ＣＣ 木村　太一 COCOPA RESORT三重白山C 小林　拳史郎 習志野ＣＣ

渡邉　和希 笹神五頭ＧＣ 田辺　隆一 マグレガーＣＣ 前田　男 岡部チサンＣＣ 宮下　恵 万木城ＣＣ

有我　栄一郎 鶴舞ＣＣ 原田　大雅 日本パブリック協会 鈴木　雄太 長太郎ＣＣ 木庭　輝 那須小川ＧＣ

松本　健太郎 ＪＧＡジュニア会員 東　幸司 GDO・JGA倶楽部 宮下　大周 那須小川ＧＣ 吉本　裕貴 関東学生ゴルフ連盟

鈴木　祥一郎 鹿沼７２ＣＣ 西片　太一 埼玉国際ＧＣ 渡辺　幹根 スプリングフィルズＧＣ 鈴木　優也 津久井湖ＧＣ

岡部　雄斗 ＪＧＡジュニア会員 石原　航輝 学連 佐々木　愁也 ＪＧＡジュニア会員 伊藤　遼哉 ジャパンクラシックＣＣ

山田　直紀 小田原ＧＣ松田Ｃ 増田　康平 水戸ＧＣ 森田　匠海 GCゴールドウイン 金田　卓己 ニッソーＣＣ

窪田　一樹 スプリングフィルズＧＣ 渡邉　悠斗 笹神五頭ＧＣ 石過　功一郎 JOYXGC上月C 竹内　大 学連

竹石　要佑 筑波ＣＣ 吉松　朋 厚木国際ＣＣ 小川　文平 サンヒルズＣＣ 櫻井　カハラ 学連

呉　司聡 那須小川ＧＣ 本木　敦登 那須小川ＧＣ 横川　修平 松ヶ峯ＣＣ 太田　智喜 富士Ｃ笠間Ｃ

鎌田　宗一郎 学連 毛利　一成 扶桑ＣＣ 遠藤　孝 郡山ＧＣ 清水　大成 大博多ＣＣ

信岡　史将 成田ＧＣ 村岡　侑哉 ＪＧＡジュニア会員 丁　志優 ＪＧＡジュニア会員 馬渡　清也 青島ＧＣ

齋藤　耕太 エナジック瀬嵩ＣＣ 杉山　悠司 皐月ＧＣ佐野Ｃ 競技委員長：板橋　芳一

木梨　雅夫 JGAグリーンクラブ会員 大川　功起 東名古屋ＣＣ

永浦　吏杜睦 大博多ＣＣ 若有　宣彦 ＪＧＡジュニア会員

金田　崇宏 筑波ＣＣ 遠山　武志 横浜ＣＣ

組合せ及びスタート時刻は欠席者のあった場合変更することがある。

参加を取り止めた場合は、必ず事前に（公財）日本ゴルフ協会（03-3566-0003）へ連絡すること。

競技当日の場合は、烏山城カントリークラブ（0287-83-1100）へ連絡すること。

選手名

30 9:50

選手名 選手名 選手名

28 9:30

29 9:40

26 9:10

27 9:20

24 8:50

25 9:00

22 8:30

23 8:40

20 8:10

21 8:20

15 9:50

16 7:30

17 7:40

18 7:50

19 8:00

14 9:40

11 9:10

12 9:20

10 9:00

7 8:30

3 7:50

4 8:00

13 9:30

8 8:40

5 8:10

6 8:20

2 7:40

1

烏山城カントリークラブ二の丸・三の丸コース(7181Yards/Par72)

2017年6月27日(火)

7:30 9 8:50


