
組 時間 組 時間
関　　茂生 大江　利治 澤井　　悟 中村　鎌大 藤原　祐介 松丸　忠之

岡部チサン 滝野 奈良若草 太平洋・六甲 泉ケ丘 ＪＧＡ
香川　正太 植村　勝將 ◎ 佐々木紀文 ◎ 藤　　浩一 長岡　元樹 高田　弘司 黒木　斗真 斎藤　正成

姉ケ崎 橋本 アルファ津田 日本ライン レーサム 滝野 推薦 広島紅葉
松谷　英樹 野島　岩雄 神田　圭三 田中　賢吾 ◎ 盛永　哲也 ◎ 中野　好也 中谷　真也 飯間　良一

太平洋 ヤマト 高知 三重白山 鎌ケ谷 伊都 ＪＧＡ 満濃ヒルズ
角田　卓也 小此木　元 岩崎　善徳 渡邊　慎弥 大原　俊弘 立石　　勇 岸本　　毅 仁保　健太
グリーンパーク フォレスト旭川 山の原 小野 鎌ケ谷 大博多 猪名川国際 広島紅葉

☆ 岩井　光太 澤井　啓杜 土屋ヒューイ 小松　　潤 松枝　靖悟 吉田　陽介 鵜瀬　璃久 小村　隼土
埼玉栄高 札幌光星高 ルネサンス高 日体大荏原高 日大 大産大 帝京大 東北福祉大

石井　啓太 千種  信介 石口　勝治 谷本伊知郎 ◎ 小野寺智夫 八田　和樹 都　　和馬 ◎ 永縄愛次郎
推薦 千歳空港 有馬ロイヤル 高松グランド 府中 千歳空港 山の原 岐阜関

大島　　勝 髙江　一王 水島　孝昌 高木荒一郎 内田　侑緒 ◎ 夏山　永吉 金野竜之介 ◎ 伊藤　寿浩
岡部チサン 恵庭 奈良若草 笠岡 神奈川 札幌南 太平洋 トーシンさくら

☆ 石塚　祥成 糠信　秀企 蛯名　和明 辻田　晴也 三澤　孝至 田中　大樹 牧瀬　直行 藤本　由徳
福岡雷山 神奈川 小樽 泉佐野 成田ヒルズ 千歳空港 さいたま 三日月

亀山　　強 ◎ 米村 孝郎 高野　　聡 ◎ 伊藤　智史 ◎ 津葉井慎弥 葛西　和光 田中　雅登 ◎ 峪口　　幸
茨城 札幌テイネ 矢吹 甲賀 富里 北広島 奈良国際 加茂

☆ 清水蔵之介 市丸　貴翔 橋詰　海斗 金本　大輝 ◎ 吉岡　　進 秋野　　誠 加藤　時彦 ◎ 寺師　丈二
目黒日大高 クラーク国際高 開志国際高 金沢学院大高 さいたま ちとせインター 滝野 吉備

荒川　慶量 ◎ 横田　圭介 福島　大臣 福本　　剛 近藤　駿介 昌山　大暉 椎名　将大 奥村　礼惟
京葉 早来 扶桑 高松ゴールド 日大 立教大 日大 駒大

竹澤　　瞬 ◎ 三好　康裕 中村　寛亮 ◎ 大西　圭昌 鈴木　　薫 立石　靖博 北山健太郎 皆川　利勝
ワンウェイ 札幌 鈴鹿 タカガワ新琴南 東京国際 千歳空港 ラインヒル 日本ライン

◎ 吉原　明裕 ◎ 岡本　常彦 笠嶋　直樹 紀藤　輝圭 田村　　界     田中　拓也 中村　　廣 国広　慎二
新千葉 チサン メイプルヒルズ 推薦 神奈川 千歳空港 花屋敷 広島国際

藤平　康法 ◎ 池田　克美 山崎　有輝 ◎ 阿部　　悟 篠田　裕邦 木下　直人 鈴木　詠人 石原　慎一
皐月・佐野 シャムロック ジャパンビレッジ 高松 おおむらさき 千歳空港 美奈木 さくら

☆ 古瀬幸一朗 岡田　隼輔 大久保麻波浪 黒田幸太郎 高阪　嘉久 鏑城　俊介 ◎ 安藤　　弘 ◎ 奥松　英樹
東北福祉大 埼玉栄高 日本ウエルネス高 佐久長聖高 鶴舞 リージェント 那須小川 美奈木

◎ 山田　耕平 雑賀　郁生 藤村　一輝 ◎ 芦田　義孝 蒲池　　誠 秋野　一浩 山下　恭平 小川　豊英
房総 国木原 太平洋 高室池 習志野 ちとせインター 滝野 泉佐野

林　久仁彦 ◎ 姉崎　修二 ◎ 野添　厚徳 池田　　誠 金子愼之介 塩原琉之介 宇田川理茶度 斎藤　旬一
オリムピックナショナル 千歳空港 奈良若草 岐阜関 日本ウェルネス高 札幌光星高 青葉中 三島中

田中　　健 髙野　健汰 ◎ 池浦　正仁 ◎ 吉村　譲二 小玉　　雅 藤原　国弘 白金　満明 馬場　重行
グレンオークス 阪奈 ロイヤル高松 さくら 烏山城 推薦 岡部チサン 尾道うずしお
吉田壮一郎 大同　一輝 西村　良祐 高橋　　豊 ◎ 大森　　豊 尾子　高史 樋口　丈洋 ◎ 中圖　基晴

さいたま ベアズパウ 広島紅葉 スプリングフィールド 東松山 センチュリーシガ オリムピックナショナル 大阪
菊地　一郎 廣瀬　恵一 佐藤　安央 大橋　　誠 神田　昌行 ◎ 池上　典成 小峰　教司 ◎ 稲垣　幸伸

塩原 大津 屋島 デイリー瑞浪 石坂 泉ケ丘 オリムピック 加茂
菱沼　壮太 西谷　承時 上田　　龍 熊谷　地陽

日大 大産大 中央学院大 埼玉栄高

【注】

16 9:30

17 9:38

３．病気などで参加を取りやめる場合は、大会事務局（℡03-5550-8880）に連絡すること。大会前日・当日は、臨時電話（℡080-6760-6346）まで連絡すること。

◎＝196７年生まれまでのシニアの部

9:46

☆＝シード選手

18 9:46

19 9:54 19 9:54

16 9:30

17 9:38

６．コース入場の際はジャケットを着用すること。また、あくまでもビジターであることを忘れず、開催クラブの規定に従い、会員や全てのプレーヤーが不快に思われるような服装は慎むこと。

５．大会日のクラブハウス開場は午前６時です。

１．初日のカットはなし、２日間競技。最終日の組み合わせは成績上位者からアウト最終組⇒アウト第１組⇒イン第１組⇒イン最終組の順に組み合わせる。
２．組み合わせおよびスタート時刻は欠席者があった場合は変更することがある。

４．指定練習日のプレーは指定ティーインググラウンドを使用、ボールは１球でプレーすること。
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選手名（所属） 選手名（所属）

日刊アマゴルフ2022　第48回全日本シングルプレーヤーズゴルフ選手権
全日本大会　初日　組み合せ （10月27日・片山津ゴルフクラブ白山コース）※2022/10/17現在

【アウトスタート】 【インスタート】
選手名（所属） 選手名（所属）選手名（所属） 選手名（所属） 選手名（所属） 選手名（所属）

20 10:02 20 10:02

21 10:10


