
組 時間 選手名（所属） 選手名（所属） 選手名（所属） 組 時間 選手名（所属） 選手名（所属） 選手名（所属） 選手名（所属）
1 7:15 ☆ 白金　満明 望月　翔太 ◎大森　豊 荒川　慶量 1 7:15 ◎前田和彦 藤平　康法 𠮷野　文規 谷　　祐太

岡部チサン 推薦 東松山 京葉 さいたま 皐月・佐野 岡部チサン 推薦
2 7:23 ☆ ◎吉岡　進 小峰　教司 川村　勇貴 伊藤　健志 2 7:23 吉田　吉完 小山　智之 岩倉　英雄 高阪　嘉久

さいたま オリムピック 千葉よみうり PGMマリア 小田原湯本 青梅 太平洋・御殿場 鶴舞
3 7:31 ☆ 村上　信一 鈴木　　薫 岡下　慎吾 打越　圭介 3 7:31 ◎安藤　弘 氏家　勝美 栗木　　臨 松谷　英樹

推薦 東京国際 芦の湖 日高 富士宮 ロイヤルスター 推薦 太平洋
4 7:39 ☆ 遠藤慎之介 片岡　光一 生澤　良太 田村　直樹 4 7:39 ◎盛永哲也 神田　昌行 高木　　歩 粟田　真規

推薦 新千葉 鳩山 アスレチックガーデン 鎌ケ谷 石坂 ブリック＆ウッド カレドニアン
5 7:47 ☆ 中原創一郞 山田　真吾 堀内　利信 ◎津葉井慎弥 5 7:47 篠田　裕邦 久富正太郎 内田　侑緒 ◎吉原明裕

推薦 太平洋 東京五日市 富里 おおむらさき 東京五日市 神奈川 新千葉
6 7:55 ☆ 樋口　丈洋 ◎井上浩司 糠信　秀企 榎本　　勇 6 7:55 ◎長沢昌彦 米田　瑛紀 関口　　剛 大原　俊弘

オリムピックナショナル 推薦 神奈川 カレドニアン サンヒルズ 平川 推薦 鎌ケ谷
7 8:03 ☆ 長岡　元樹 奥村　祥国 飯坂　高基 大部　博之 7 8:03 田中　　健 ◎加藤明弘 山口　祐介 松浦　裕介

レーサム 真名 ザ・インペリアル 平川 グレンオークス 秦野 鎌ケ谷 長太郎
8 8:11 ☆ 谷繁　元信 ◎田中良博 ◎山田　耕平 末金　成俊 8 8:11 草野　広宗 ◎俵　聖徳 大谷　明弘 奈良　璃樹

府中 青梅 房総 宍戸ヒルズ 香取 富士箱根 推薦 房総
9 8:19 ☆ 平野　大樹 ◎小野寺智夫 中村　鎌大 土屋　有生 9 8:19 藤本　政光 ◎瀬戸口雅昭 高野　通 牧瀬　直行

イーグルポイント 府中 太平洋・六甲 推薦 オリムピック 栗橋国際 岡部チサン さいたま
10 8:27 ☆ 大島　　勝 湯澤　建人 ◎大村明彦 菊地　一郎 10 8:27 馬場　輝雄 金野竜之介 ◎小林徳弘 大久保　学

岡部チサン 中山 京 塩原 鹿野山 セゴビアインチヨダ 高麗川 太平洋・御殿場

11 8:35 ☆ 竹澤　　瞬 長野　智之 鈴木　秀幸 相馬　智人 11 8:35 大谷　利仁 蒲池　　誠 ◎福島嘉満 林　久仁彦
ワンウェイ フレンドシップ 西那須野 イーグルポイント 姉ケ崎 習志野 ニッソー オリムピックナショナル

12 8:43 ☆ 吉田壮一郎 野澤　郁弥 香川　正太 車田　　暁 12 8:43 湯山　賢祐 ◎雨宮　寛 飯田　浩平 馬場　聖哉
さいたま レイクウッド明野 姉ケ崎 取手国際 推薦 平川 推薦 矢板

13 8:51 ☆ 横尾　厚志 関　　茂生 中村　　瞭 西川　勇太 13 8:51 山本　亮太 糸川　淳一 山田　竜史 田村　　界
大多喜城 岡部チサン 推薦 東京五日市 ロイヤルスター 茨城 大利根 神奈川

14 8:59 ☆ 小川真之介 土門　英司 曽我　文彦 岡本　　拓 14 8:59 栄森　孝之 金田　昌信 五十嵐将彰 村上　功一
那須小川 川越 米原 葉山国際 猿島 推薦 推薦 オリムピックレイクつぶらだ

15 9:07 ☆ ◎塩田一史 岡田　誠彦 義山　光浩 亀山　　強 15 9:07 西川　正樹 橋本　幸一 有川　　潤 遠藤雄一郎
新千葉 ザ・ナショナル千葉 太平洋 茨城 南総 矢板 レイク相模 富士チサン

16 9:15 ☆ 田中　克幸 三澤　孝至 ◎相馬裕暢 ◎出浦　功 16 9:15 ◎笠井　誠 武藤　大輔 加藤雄一朗 大石　智久
鎌ケ谷 成田ヒルズ ホウライ オリムピック 石坂 セゴビア 宍戸ヒルズ レンブラント御殿場

17 9:23 ☆ ◎尾上良明 太田　秀樹 ◎菊池幸人 坂　　　航 17 9:23 中里　匡良 尾泉　輝隆 永原　昌哉 赤石　　怜
鎌ケ谷 東松山 富士市原 推薦 大相模 推薦 岐阜関 東千葉

18 9:31 ☆ 松田　直也 ◎藁谷和一 久富　康弘 佐藤　昭彦 18 9:31 角田　卓也 清　　良成 ◎鈴木隆之 富田　光洋
袖ケ浦 千葉よみうり 推薦 富士チサン グリーンパーク 千葉 米原 推薦

19 9:39 ☆ 石井　啓太 鎌滝　順久 菅生　健一 平野　幸広 19 9:39 ◎瀧澤泰三 北御門雅人 ◎吉永　賢 小野　広道
推薦 富里 推薦 鎌ケ谷 戸塚 推薦 レインボーヒルズ 嵐山

20 9:47 ☆ 小泉　洋平 榎本　雄文 小玉　　雅 井出　耕平 20 9:47 大村　公洋 重南　慶彦 吉川　太郎 永里　孝博
富士市原 多摩 烏山城 ワンウェイ 推薦 君津香木原 石坂 推薦

21 9:55 西田　光吉 安西　浩希 山口　道元 ◎多胡雅文
リバーサイドフェニックス 推薦 太平洋・御殿場 JGMベルエア

☆＝２０２２年シード権有資格者 ◎＝５５歳以上

【アウトスタート】 【インスタート】
選手名（所属）

日刊アマゴルフ２０２２　第49回全日本シングルプレーヤーズゴルフ選手権

２． 参加を取りやめる場合は、必ず大会事務局（℡03-6803-2291、平日10:00～17:00）に電話連絡をお願いします。

3．９月１９日（月）、２０日(火)、２１日（水）の欠場連絡は事務局080-6760-6346もしくは、平川ＣＣ（043-292-5501）に電話連絡をお願いします。
４． 大会日のクラブハウスオープンは午前６時を予定。

2022.09.07現在

１． 組み合わせ、およびスタート時刻は、欠席者があった場合に変更することがあります。

関東決勝大会　初日　組み合せ
（9月20日・平川カントリークラブ）


