
2017年度（第102回）日本アマチュアゴルフ選手権予選競技 西日本予選
組合せおよびスタート時刻表　(参加者112名)

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

酒井　秀崇 JGAグリーンクラブ会員 新井　隆一 ＪＧＡジュニア会員 山﨑　翔太 ゴールデンバレーＧＣ 今井　秀樹 京都ＧＣ

竹川　雄喜 屋島ＣＣ 三田　貴樹 ライオンズＣＣ 上田　敦士 名古屋港ＧＣ 下家　秀琉 ＪＧＡジュニア会員

柴田　将弥 朽木ＧＣ 竹山　昂成 JOYXGC上月C 大石　敦也 広島紅葉ＣＣ 西之辻　泰宏 城陽ＣＣ

濵田　拓也 ＪＧＡプレミアム会員 五十森　達哉 福岡雷山ＧＣ 古川　博庸 Hills Golf Club 二井　克助 広島西ＣＣ

丸井　律輝 ＪＧＡジュニア会員 阿立　三四郎 ＪＧＡジュニア会員 谷本　蓮 呉ＣＣ 永田　航大 ナパラＧＣ

織田　信亮 杉ノ木台ＧＣ 澤田　響 フクイＣＣ 菊田　奨 青島ＧＣ 紀伊埜本　馨 泉佐野ＣＣ

三倉　誠生 JOYXGC上月C 金澤　武津生 広島ＧＣ 竹内　優騎 ＪＧＡジュニア会員 森下　蓮 東条の森ＣＣ

岡本　頼樹 神鍋高原ＣＣ 芹澤　慈眼 久住高原ＧＣ 森下　響 JOYXGC上月C 下家　秀翔 太子ＣＣ

吉本　龍斗 朽木ＧＣ 坂上　吉久 姫路相生ＣＣ 大谷　元気 ＪＧＡジュニア会員 髙橋　海理 久米ＣＣ

石過　龍次郎 JOYXGC上月C 田中　陽介 白鷺ＧＣ 安田　賢史 三田ＧＣ 駒澤　賢一郎 ＪＧＡプレミアム会員

公受　将輝 ＪＧＡジュニア会員 寺田　紅黎斗 COCOPA RESORT 白山ヴィレッジC 淺井　勇志 ＪＧＡジュニア会員 寺口　真一郎 タカガワオーセントＧＣ

楠田　常乃 ＪＧＡジュニア会員 大西　圭昌 タカガワ新琴南ＧＣ 岩瀬　光 ノースショアＣＣ 村松　和彦 甲賀ＣＣ

伊与　翼 ＪＧＡジュニア会員 南　聖祐 北六甲ＣＣ 杉浦　悠太 ぎふ美濃GC 星山　一也 城陽ＣＣ

佐伯部　竜也 宮城県連盟 佐伯　幸憲 広島東映ＣＣ 牛塚　海斗 奈良ＯＧＭＧＣ 友添　一成 ＪＧＡジュニア会員

増田　裕太郎 大博多ＣＣ 井上　高明 白浜ＧＣ 髙本　龍太朗 新市クラシックＧＣ 松井　幸男 朽木ＧＣ

藤山　大耀 ＪＧＡジュニア会員 大西　康司 奈良柳生ＣＣ 越智　寛典 広島西ＣＣ 阪　幸樹 天野山ＣＣ

古川　惣一朗 ＪクラシックＧＣ デ　バルバ　ガブリエレ 学連 児玉　和生 道後ＧＣ 永野　雄亮 かずさＣＣ

坂本　一馬 久米ＣＣ 飯村　幸範 京都ＧＣ 熊　由樹也 ＪＧＡジュニア会員 髙尾　陽介 浮羽ＣＣ

河本　力 松山国際ＧＣ 関藤　直熙 松永ＣＣ 金原　丈也 日本パブリック協会 瀧田　大護 タカガワ新伊予ＧＣ

山内　一輝 GC四条畷 福岡　浩二 愛媛ＧＣ 森　智大 こんぴらレイクサイドＧＣ 西脇　まあく 枚方国際ＧＣ

村山　嘉彦 熊本空港ＣＣ 服部　雅也 葵ＣＣ 渡邊　将人 ゴールデンバレーＧＣ 林　文男 浮羽ＣＣ

丸石　勝也 鳴尾ＧＣ 馬場　重行 尾道うずしおＣＣ 板東　篤司 徳島ＣＣ 牧　司 Hills International College

長谷川　貴優 ＪＧＡジュニア会員 池田　高明 ジャパンクラシックＣＣ 佐伯　暢生 北六甲ＣＣ 川口　正洋 城陽ＣＣ

宮里　拓弥 琉球ＧＣ 田中　伸乃輔 平尾ＣＣ 井上　俊樹 小豆島シーサイドＣＣ 平工　直樹 広島西ＣＣ

鈴木　雅博 西宮六甲ＧＣ 左近　哲也 関空クラシックGC 牛島　翔也 大博多ＣＣ 辻田　晴也 泉佐野ＣＣ

池田　悠希 佐世保国際ＣＣ 新原　隆太 ミッションバレーＧＣ 加登　隆太 ＡＢＣＧＣ 竹本　貴 城陽ＣＣ

永井　直樹 緑ヶ丘ＣＣ 小寺　健大 ＪＧＡプレミアム会員 中村　公彦 広島西ＣＣ 棚町　駿 デイリー信楽ＣＣ

近田　一真 加茂ＣＣ 伊藤　智史 甲賀ＣＣ 朴　翔永 ＪＧＡジュニア会員 田中　一平 広島東映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。 競技委員長：引地　理策

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、城陽カントリー倶楽部（0774-52-2525）へ連絡すること。
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