
2018年度（第103回）日本アマチュアゴルフ選手権予選競技 東日本予選
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

佐藤　卓郎 ＪＧＡジュニア会員 大澤　優 ＪＧＡジュニア会員 三浦　隆治 神奈川ＣＣ 佐藤　礼弥 川越ＣＣ

柚木　将吾 鹿沼７２ＣＣ 木村　隆司 日本学生ゴルフ連盟 丸山　泰輝 ＪＧＡジュニア会員 太田　智喜 富士Ｃ笠間Ｃ

西片　太一 埼玉国際ＧＣ 山田　聖也 福岡レイクサイドＣＣ 鴨野　勝 水戸レイクスＣＣ 白石　哲也 相模原ＧＣ

大西　健太 日本学生ゴルフ連盟 伊藤　優太 東京五日市ＣＣ 齋藤　耕太 日本学生ゴルフ連盟 土井　克祥 加茂ＧＣ（千葉）

本　大志 ＪＧＡジュニア会員 栗原　悠宇 ＪＧＡジュニア会員 中村　大聖 ＪＧＡジュニア会員 堀越　勘太 ＪＧＡジュニア会員

岡田　圭太 嵐山ＣＣ 内山　海聡 JGAグリーンクラブ会員 森　竜也 東京五日市ＣＣ 吉本　裕貴 日本学生ゴルフ連盟

井坪　佑介 ノーザンＣＣ　 尾﨑　翔太 札幌ベイＧＣ 渋谷　晃太郎 サンヒルズＣＣ 髙口　渉 小倉ＣＣ（福岡）

櫻井　カハラ 日本学生ゴルフ連盟 佐藤　雄紀 マグレガーＣＣ 須藤　啓太 日本学生ゴルフ連盟 松村　本盛 きみさらずＧリンクス

藤澤　諒 ＪＧＡジュニア会員 鷺　一成 太平洋Ｃ御殿場Ｃ 前田　男 岡部チサンＣＣ 水上　晃一 袖ヶ浦ＣＣ

長倉　聖弥 鹿沼７２ＣＣ 森田　聡史 ロイヤルスターＧＣ 東　紘平 神奈川ＣＣ 阿部　祐希 湯田上ＣＣ

竹田　綾人 ＪＧＡプレミアム会員 小林　隆寿 東千葉ＣＣ 良川　卓也 塩原ＣＣ 土門　英司 川越ＣＣ

水上　佳昭 袖ヶ浦ＣＣ 牧野　寛 鹿沼ＣＣ 窪田　一樹 太平洋Ｃ御殿場Ｃ 森　光弘 葉山国際ＣＣ

上迫　友貴 太平洋Ｃ御殿場Ｃ 細谷　朋生 ＪＧＡジュニア会員 細谷　幹 ＪＧＡジュニア会員 新垣　厚樹 ＪＧＡジュニア会員

山本　禎士 仙台ＣＣ 河端　将汰 滝の宮ＣＣ 鈴木　隆太 ＣＣザ・レイクス 板東　寿匡 徳島ＣＣ

竹原　洋行 横浜ＣＣ 西村　翼 ＪＧＡグリーンクラブ会員 岩富　凱也 東京五日市ＣＣ 山田　直紀 小田原ＧＣ松田Ｃ

渡部　美和 鹿野山ＧＣ 浮ケ谷　博之 千葉ＣＣ 平本　世中 東名厚木ＣＣ 中野　多聞 大厚木ＣＣ

田所　翔太 ＪＧＡジュニア会員 中澤　紀和 ＪＧＡジュニア会員 中野　秀昭 富士Ｃ笠間Ｃ 杉田　龍英 ＪＧＡジュニア会員

中野　大輔 東京五日市ＣＣ 新木　衛 千成ＧＣ 佐野　知大 武蔵ＣＣ 石毛　一輝 新千葉ＣＣ

伊藤　遼哉 ジャパンクラシックＣＣ 片岡　徳幸 帯広国際ＣＣ 鹿島　康裕 相模原ＧＣ 朝日向　翼 ニッソーＣＣ

梶原　正吾 福岡レイクサイドＣＣ 石毛　誠 那須小川ＧＣ 安田　成喜 我孫子ＧＣ 原田　大雅 日本パブリック協会

入江　健太郎 あさひヶ丘ＣＣ 林　恭平 ＪＧＡジュニア会員 岩田　卓也 ＪＧＡプレミアム会員 濱津　拓真 ローレルバレイＣＣ

有我　栄一郎 鶴舞ＣＣ 村上　拓海 那須小川ＧＣ 佐々木　愁也 ＪＧＡジュニア会員 森山　錬 鹿沼７２ＣＣ

星　直明 仙台ＣＣ 高野　壮登 ＧＭＧ八王子Ｇ場 三浦　大河 神奈川ＣＣ 梅澤　拓望 ＪＧＡジュニア会員

柳澤　信吾 袖ヶ浦ＣＣ 前山　海翔 日本学生ゴルフ連盟 鈴木　祥一郎 鹿沼７２ＣＣ 髙山　恵輔 石坂ＧＣ

矢野　辰典 ＪＧＡジュニア会員 眞山　龍太郎 ＪＧＡジュニア会員 永野　雄亮 かずさＣＣ 戸村　拓郎 ＪＧＡジュニア会員

鄭　多仁 鹿沼７２ＣＣ 髙倍　淳一 東京五日市ＣＣ 竹澤　瞬 盛岡ハイランドＣＣ 田邊　隆一 マグレガーＣＣ

照沼　純平 大平台ＣＣ 澤瀬　遼馬 日本学生ゴルフ連盟 金森　祐介 富士チサンＣＣ 伊谷　亮祐 東千葉ＣＣ

増田　康平 水戸ＧＣ 北村　征大 昭和の森Ｇ 沼田　茂昭 富里ＧＣ 金山　直道 姉ヶ崎ＣＣ

髙橋　薫 高坂ＣＣ 千葉　涼晴 ＪＧＡジュニア会員

勝田　兵吉 成田ＧＣ 田中　将吾 水戸ＧＣ

望月　幹仁 加茂ＧＣ（千葉） 岩沢　一輝 ＪＧＡプレミアム会員

鈴木　一郎 THE ROYAL SELANGOR GC 福村　祐人 日本学生ゴルフ連盟

競技委員長：鈴木　淳
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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、相模原ゴルフクラブ（0427-76-8811）へ連絡すること。
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相模原ゴルフクラブ東コース(7165Yards/Par72)
2018年6月26日(火)
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