
組 時間 選手名（所属） 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）

横田　圭介 石本　　巧 喜田　　徹 三屋　　努 増淵　欣弥 山下　恭平 三谷　和士 石井　啓太

(早来) (ジャパンクラシック) (滝野) (推薦) (セゴビア) (滝野) (アルファ津田) (推薦)

樋口　丈洋 雑賀　郁生 今野　幹夫 井出　耕平 ☆ 尾上　良明 ☆ 松岡　國男 ☆ 森　英治郎

(オリムピックナショナル) (国木原) (札幌南) (推薦) (鎌ヶ谷) (志摩シーサイド) (エリエール)

石塚　祥成 竹中　雅貴 ゴヴォロヴスキー大河 遠藤慎之介 ☆ 白山　裕晃 ☆ 菊池　幸人 ☆ 寺田　一実 ☆ 村山　嘉彦

(福岡雷山) (明大中野高) (札幌南高) (推薦) (日野) (富士市原) (矢板) (熊本空港)

☆ 古澤　聖二 ☆ 田中　良博 ☆ 土井　敬介 ☆ 佐々木紀文 大島　　勝 加藤　時彦 小村　隼土 長谷川和瑞大

(信楽) (寄居) (クラーク) (アルファ津田) (岡部チサン) (滝野) (札幌光星高) (埼玉栄高)

康　　翔亮 髙野　健汰 小松　　潤 ゴヴォロヴスキー遼河 都　　和馬 草野　広宗 鈴木　詠人 大福　正人

(佐野日大高) (阪奈) (日体大荏原高) (恵庭中) (山の原) (香取) (美奈木) (推薦)

亀山　　強 村上　　誠 井上　　雄 大西　圭昌 石川　　大 姉崎　修二 中村　芳信 白金　満明

(茨城) (信楽) (塩原) (タカガワ新琴南) (日野) (千歳空港) (ロータリー) (岡部チサン)

藤平　康法 神谷　正博 大山　政直 横田　圭右 土肥　幸児 廣瀬　恵一 橋本　幸一

(皐月・佐野) (ミッションバレー) (信楽) (スプリングフィールド) (常陽) (大津) (矢板)

中嶌　　豊 室井　真二 神谷　至道 土森　隆正 武田　大輔 松田　直也 西谷　承時 海老原　脩

(札幌) (メイフラワー) (鹿島高) (大院大) (鎌倉) (山陽) (大産大) (ニッソー)

田中　拓也 小川真之介 清　　純也 山崎　有輝 細谷　　幹 池田　悠希 鄭　　優星 上田　　龍

(千歳空港) (那須小川) (富士チサン) (大院大) (日本ウェルネス高) (大院大) (東北福祉大) (興國高)

笠嶋　直樹 吉岡　　進 秋野　　誠 椎名　将大 吉本　龍斗 村尾　優一 濵渕　裕生 島田　温太

(メイプルヒルズ) (さいたま) (ちとせインター) (日大) (大院大) (那須小川) (生光学園高) (札幌光星高)

木下　直人 加藤　俊之 樽井　友哉 後藤　周冶 亀井　敏樹 中原創一郎 東野　雄樹 石谷竜月希

(千歳空港) (成田ハイツリー) (甲南大) (福岡大) (武雄嬉野) (ＪＧＡ) (大院大) (日大)

谷本伊知郎 吉田壮一郎 奥松　良太 佐藤　飛鳥 清水蔵之介 牛塚　海斗 田辺　　虎 山本　裕也

(高松グランド) (さいたま) (ＪＯＹＸ上月) (日大) (目黒日大高) (東北福祉大) (山梨学院大) (大院大)

多田　旺生 三上陽二郎 平野　大樹 大村　仁乃 石口　勝治 牧瀬　直行 尾子　高史 大崎　将行

(大手前大) (滝野) (イーグルポイント) (日本ウェルネス高) (神有) (さいたま) (伊勢大鷲) (宍戸ヒルズ)

☆ 藤　　浩一 ☆ 奥村　忠史 横尾　厚志 髙江　一王 田中　大樹 中村　寛亮 藤本　由徳 小原　　力

(日本ライン) (真駒内 ) (大多喜城) (恵庭) (千歳空港) (鈴鹿) (三日月) (セントメリーズ高)

髙田　弘司 小泉　洋平 峰澤　碩志 古瀬幸一朗 小此木　元 中東　　卓 髙橋　　豊 岩井　光太

(滝野) (富士市原) (中央学院大) (香川西高) (札幌南) (堺) (スプリングフィールド) (埼玉栄高)

北山健太郞 南　　富貴 松岡　正士 口中　准也 仁部　武士 ☆ 榎本　　盛 ☆ 山中　利之 石塚　年啓

(ラインヒル) (阿騎野) (日本ウェルネススポーツ大) (大院大) (ディアレイク) (富士市原) (茨木国際) (東名古屋)

村田　靖司 千種　信介 小川　豊英 馬場　輝雄 ☆ 廣田　六郎 ☆ 高月　隆行 水野　正雄 村上　信一

(ザ・カントリー) (千歳空港) (泉佐野) (鹿野山) (名神八日市) (六甲国際) (太平洋アソシエイツ佐野) (伊勢原)

杉浦　茂樹 佐々木　賢 渡邊　慎弥 宮崎　真樹 濵田　拓也 竹澤　　瞬 辻田　晴也 二階堂仁也

(日本ライン) (ＪＧＡ) (小野) (千歳空港) (東条湖) (盛岡ハイランド) (泉佐野) (推薦)

２．☆印はシニア（55歳以上＝1966年生まれまで）。

1 8:00 1 8:00

日刊アマゴルフ2021　第47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わせ
（10月28日・片山津ゴルフ倶楽部・白山コース）

【アウト（１番）スタート】 【イン（10番）スタート】

2 8:08 2 8:08

3 8:16 3 8:16

4 8:24 4 8:24

5 8:32 5 8:32

6 8:40 6 8:40

7 8:48 7 8:48

8 8:56 8 8:56

9 9:04 9 9:04

10 9:12 10 9:12

11 9:20 11 9:20

12 9:28 12 9:28

13 9:36 13 9:36

14 9:44 14 9:44

15 9:52 15 9:52

16 10:00 16 10:00

17 10:08 17 10:08

競技委員長　高桑　幸一

18 10:16 18 10:16

【注】 １．初日のカットはなし。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。

３．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．病気、事故などのため参加を取りやめる場合は、大会事務局（℡06-6229-7020）もしくは片山津ＧＣ（℡0761-74-0810）まで連絡すること。
５．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。
６．クラブハウス開場は午前６時３０分です。
７．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。


