
2018年度（第103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120名)

③

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

林　重翔 小豆島シーサイドＣＣ 今野　匠 宮城県連盟 石塚　祥利 福岡雷山ＧＣ 中村　鎌大 松本ＣＣ

池田　悠希 佐世保国際ＣＣ 岩佐　帝伽 ＨＫＧＡ 笠原　瑛 鷹の巣ＧＣ 辻田　晴也 泉佐野ＣＣ

小出　直哉 貞宝ＣＣ 大矢　誠 ザ・クイーンズヒルＧＣ 近田　一真 加茂ＣＣ 臼井　達也 岐阜稲口ＧＣ

小林　浩之 諏訪湖ＣＣ 杉浦　茂樹 日本ラインＧＣ 矢野　圭介 西戸崎シーサイドＣＣ 加登　隆太 ＡＢＣＧＣ

鈴木　辰海 ＪＧＡジュニア会員 森下　蓮 東条の森ＣＣ 古川　惣一朗 ＪクラシックＧＣ 黒川　航輝 讃岐ＣＣ

下田　航大 ＪＧＡジュニア会員 生源寺　龍憲 岡山県協会 須藤　大和 ＪＧＡジュニア会員 中曽根　多朗 小豆島シーサイドＣＣ

新原　隆太 ミッションバレーＧＣ 遠藤　健太 アルファ津田ＣＣ 有岡　秀真 スカイ・ベイＧＣ 東　大智 タカガワ新琴南ＧＣ

山中　頌 リオフジワラＣＣ 武田　大輔 鎌倉ＣＣ 金岡　奎吾 瀬戸内ゴルフリゾート 鈴木　心 ＪＧＡプレミアム会員

津田　浩平 ＪＧＡジュニア会員 朝倉　駿 山岡ＣＣ 森山　凌匡 パブリック協会 梅田　恭生 ＪＧＡジュニア会員

服部　雅也 葵ＣＣ 峠　丈翔 富士Ｃ可児Ｃ 東出　大雅 ＪＧＡジュニア会員 今井　健 亀岡ＣＣ

原田　大空 三原ＣＣ 小峰　尚宏 志度ＣＣ 宮﨑　琉 千葉桜の里ＧＣ 竹川　加寿斗 屋島ＣＣ

門田　虎之 JGAグリーンクラブ会員 五十森　達哉 福岡雷山ＧＣ 関藤　侑嗣 ＪＧＡジュニア会員 安河内　蓮 筑紫ヶ丘ＧＣ

竹中　捷人 ＪＧＡジュニア会員 平瀬　瑞規 デイリー瑞浪ＣＣ 石塚　祥成 福岡雷山ＧＣ 榊原　吉規 知多ＣＣ

植田　晃大 奈良ＣＣ 中井　庸泰 ＪＧＡジュニア会員 新井　隆一 ＪＧＡジュニア会員 続木　達也 ぎふ美濃GC

山内　一輝 GC四条畷 藤井　泰我 Reserve at Spanos Park GC 金澤　武津生 広島ＧＣ 川野　政幸 日本ラインＧＣ

児玉　和生 道後ＧＣ 櫻井　隆輔 ジャパンクラシックＣＣ 宮城　マルコ かほＧＣ 長尾　福治郎 成田ＧＣ

三倉　誠生 JOYXGC上月C 金原　丈也 日本パブリック協会 田中　悠太 加賀ＣＣ 藤原　直輝 ＪＧＡジュニア会員

中澤　大樹 ＪＧＡジュニア会員 吉田　大雅 ＪＧＡジュニア会員 田　修成 日本学生ゴルフ連盟 北國　譲斗志 能登ＧＣ

吉田　圭一郎 高松ＣＣ 岩田　光徳 日清都ＣＣ 服部　滋多 白帆ＣＣ 藤井　竜二 富山ＣＣ

板東　篤司 徳島ＣＣ 今川　知也 三好ＣＣ 増田　裕太郎 大博多ＣＣ 石過　功一郎 AGA Papago GC

河合　和眞 日本学生ゴルフ連盟 中村　光希 万壽ＧＣ 辻　遼大郎 日清都ＣＣ 作田　大地 片山津ＧＣ

竹山　昂成 ＪＧＡグリーンクラブ会員 水田　竜昇 富士Ｃ可児Ｃ 石川　航 ＪＧＡジュニア会員 北山　健太郎 ラインヒルＧＣ

青木　幸弘 奈良國際ＧＣ 竹田　弘登 ナパラＧＣ 西山　大広 琴平ＣＣ 大川　功起 東名古屋ＣＣ

小野　祐次郎 貞宝ＣＣ 岡本　諒興 ＪＧＡプレミアム会員 長谷川　貴優 ＪＧＡジュニア会員 岡本　頼樹 神鍋高原ＣＣ

森田　匠海 GCゴールドウイン 石過　龍次郎 JOYXGC上月C 伊予　翼 ＪＧＡジュニア会員 吉川　翔都 ＪＧＡジュニア会員

熊　由樹也 新岡山GC 古市　将都 各務原ＣＣ 中川　聖太 徳島ＣＣ 中尾　亮太 ナパラＧ一本松Ｃ

冨田　幸暉 飛騨高山ＣＣ 荒井　陸 嵐山ＣＣ 酒井　秀崇 JGAグリーンクラブ会員 弘内　秀 スカイ・ベイＧＣ

内藤　匡 泉佐野ＣＣ 伊藤　刻矢 ローモンドＣＣ 寺田　麗紅斗 COCOPA RESORT 白山ヴィレッジC 八太　大和 津ＧＣ

牧　司 Hills Golf Club 大澤　祐治 いわむらＣＣ

小澤　玲央 松本ＣＣ 上田　敦士 ウッドフレンズ名古屋港GC

高橋　周平 東海ＣＣ 辻　正幸 日清都ＣＣ

菊田　奨 青島ＧＣ 山口　公彦 伊勢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　：　森　潤

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、日本ラインゴルフ倶楽部（0574-65-2121）へ連絡すること。
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2018年6月26日(火)
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