
2016年度（第101回）日本アマチュアゴルフ選手権競技
組合せおよびスタート時刻表 (参加者144名)

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

二宮 慎堂 今治ＣＣ 坂本 将規 エバーグリーンＧＣ ★ 田中 政佳 北六甲ＣＣ 和田 七星 エバーグリーンＧＣ

中山 絹也 リオフジワラＣＣ 谷本 伊知郎 高松グランドＣＣ 岩本 一陽 専修大 平本 世中 東名厚木ＣＣ

三倉 誠生 パブリック協会 半田 匠佳 杉ノ郷ＣＣ 安部 寛章 ザ・クラシックＧＣ 岩田 大河 京都府協会

★ 庄司 由 東千葉ＣＣ 坂本 隆一 中津ＣＣ 石坂 友宏 日本ウェルネス高 平石 健太 ニッソーＣＣ

大内 智文 中部学連 羽藤 勇司 スカイウェイＣＣ 大倉 清 浮羽ＣＣ 鎌田 賢二 金城ＣＣ

杉原 大河 グランディ鳴門ＧＣ３６ 田中 裕真 美加ノ原ＣＣ 榊原 吉規 知多ＣＣ 若有 宣彦 開志国際高

★ Lawry Flynn オーストラリア 作田 大地 石川県協会 ★ 佐藤 真喜 千歳ＣＣ 黒川 直広 安芸ＣＣ

★ 阿久津 未来也 日本大 鈴木 敬太 埼玉栄高 白石 大和 名倉ＣＣ 櫛山 勝弘 専修大

小斉平 優和 朽木ＧＣ 松村 大輝 大阪学院大 伊藤 泰良 那須小川ＧＣ 河合 亮汰 大阪学院大

★ Sung-Ho Yun 韓国 福岡 大河 パブリック協会 吉田 泰基 三日月ＣＣ 菊田 奨 青島ＧＣ

★ 植本 健介 阿南ＣＣ 山口 泰知 オーシャンパレスＧＣ 黒岩 輝 ローレルバレイＣＣ 関藤 侑嗣 尾道ＧＣ

今野 大喜 恵那峡ＣＣ 山田 大晟 東名厚木ＣＣ 内田 直輝 伊勢原ＣＣ 今井 秀樹 京都ＧＣ

★ Lachlan Barker オーストラリア 吉田 好輝 八千代ＣＣ ★ 髙橋 雅也 嵐山ＣＣ ★ 金原 丈也 日本パブリック協会

★ 金谷 拓実 尾道ＧＣ 冨田 幸暉 飛騨高山ＣＣ 岡田 晃平 スカイ・ベイＧＣ 出利葉 太一郎 筑紫ヶ丘ＧＣ

塚本 岳 立教池袋高 竹内 大 日本大 光田 智輝 富士Ｃ可児Ｃ 小野 耕平 ニッソーＣＣ

★ Je-Chang Ryu 韓国 木庭 輝 那須小川ＧＣ 長谷川 望 水戸グリーンＣＣ 伊藤 刻矢 ローモンドＣＣ

★ 石徳 俊樹 広島国際ＧＣ 安浦 一輝 奈良県協会 遠藤 銀河 学法石川高 遠藤 健太 東北福祉大

玉城 海伍 カヌチャＧ 伊藤 有志 東北福祉大 石塚 祥成 福岡雷山ＧＣ 勝亦 悠斗 南富士ＣＣ

★ 坂本 雄介 埼玉栄高 上村 竜太 チェリーＧ鹿児島シーサイドＣ ★ 山下 大介 長崎ＣＣ 渡辺 真悟 水戸レイクスＣＣ

★ Gregory Foo シンガポール共和国 吉桑 佑太 各務原ＣＣ 永澤 翔 東北福祉大 竹山 昂成 興國高

池田 悠希 佐世保国際ＣＣ 大嶋 命 新岡山GC 熊谷 淳 水戸グリーンＣＣ 中橋 隆慶 知覧ＣＣ

★ 片岡 尚之 東北福祉大 久常 涼 湯郷石橋ＧＣ 吉田 歩生 カレドニアンＧＣ 竹川 雄喜 屋島ＣＣ

★ 中島 啓太 那須小川ＧＣ 米澤 蓮 北上市民Ｇ場 大石 敦也 広島紅葉ＣＣ 髙橋 海理 久米ＣＣ

清川 亨 安芸ＣＣ 久保田 皓也 東北福祉大 横井 優星 中部日本パブリック 細谷 朋生 千葉学芸高

★ 松原 大輔 日本大 船津 良介 山の原ＧＣ 近藤 玲央 美加ノ原ＣＣ 貝田 勝之 六甲国際ＧＣ

★ 豊島 豊 東千葉ＣＣ 吉田 隼人 太平洋Ｃ佐野ヒルクレスト 小西 健太 東北福祉大 植竹 勇太 帯広国際ＣＣ

古川 雄大 大博多ＣＣ 熊 由樹也 新岡山GC 長谷川 和市 早稲田大 長澤 奨 日本パブリック協会

亀代 順哉 阿南ＣＣ ★ 富本 虎希 美らオーチャードＧＣ ★ 髙野 隆 柏崎ＣＣ 小泉 正樹 新千葉ＣＣ

西山 大広 東北福祉大 三田 真弘 新岡山GC 芹澤 慈眼 久住高原ＧＣ 中川 将太 鈴鹿ＣＣ

北山 健太郎 ラインヒルＧＣ 高野 碧輝 東北福祉大 小寺 健大 大阪学院大 菊池 翼 岡山国際ＧＣ

★ 徳永 圭太 太子ＣＣ 坂本 柊人 リージャスクレストGC ★ 毛利 基文 日本パブリック協会 白石 星南 五浦庭園ＣＣ

佐藤 太地 シェイクスピアCC 松本 正樹 日本大 比嘉 一貴 沖縄国際ＧＣ 島野 璃央 湯郷石橋ＧＣ

篠原 仕師命 湯布院ＣＣ 桂川 有人 美濃白川ＧＣ 水上 晃男 袖ヶ浦ＣＣ 石﨑 真央 東北福祉大

大岩 龍一 那須小川ＧＣ 長谷川 大晃 旭川ＧＣ 竹原 洋行 横浜ＣＣ 吉田 良彌 シェイクスピアCC

井上 敬太 ラビーム白浜ＧＣ 西村 涼 水戸レイクスＣＣ 葛城 史馬 中津ＣＣ 関 将太 高萩ＣＣ

大澤 和也 グリーンヒル瑞浪ＧＣ 松本 将汰 おおさとＧＣ 河本 力 松山国際ＧＣ 砂川 公佑 山東ＣＣ

★はシード選手 競技委員長：佐野文範

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、北海道ブルックスカントリークラブ（0144-58-3211）へ連絡すること。

選手名 選手名 選手名 選手名

47 12:45

43 12:09

44 12:18

48 12:54

45 12:27

46 12:36

41 11:51

42 12:00

39 11:33

40 11:42

37 11:15

38 11:24

35 12:45

31 12:09

32 12:18

36 12:54

33 12:27

34 12:36

30 12:00

27 11:33

28 11:42

26 11:24

23 8:30

19 7:54

20 8:03

29 11:51

24 8:39

21 8:12

22 8:21

18 7:45

15 7:18

16 7:27

14 7:09

11 8:30

7 7:54

8 8:03

17 7:36

12 8:39

9 8:12

10 8:21

5 7:36

6 7:45

7:09

3 7:18

4 7:27

2

2016年7月5日(火)
北海道ブルックスカントリークラブ(7256Yards/Par72)

1st Round

1 7:00 13 7:00 25 11:15


