
1st Tee 10th Tee
No. Time 所属先 No. Time 所属先 No. Time 所属先 No. Time 所属先

中島　徹 信濃GC 大田和　桂介 麻倉GC 木下　裕太 光莉リゾート&GOLF 中里　光之介 東京ベイ舞浜ホテル

海老根　文博 MYアセット 竹安　俊也 フリー 副田　裕斗 フリー 岡田　絃希 日本植生

@山室　展弘 アマチュア @坂中　亨 アマチュア @田中　健次郎 アマチュア @山岳　茉莉依 アマチュア

@中山　文夫 アマチュア @小澤　友 アマチュア @小林　敬 アマチュア @深町　真奈美 アマチュア

今野　大喜 フロンティアの介護 横尾　要 フリー 伊藤　有志 アイシグリーンシステム 上井　邦裕 三好ＣＣ

Ｂ・ケネディ アクシネット 小林　正則 フリー 小袋　秀人 戸塚ＣＣ 竹内　廉 フリー

@清水　孝浩 アマチュア @伊藤　繁治 アマチュア @中水　滋己 アマチュア @山田　加奈子 アマチュア

@藤井　義久 アマチュア @阿部　明 アマチュア @宮嶋　哲也 アマチュア @内田　愛希 アマチュア

藤田　寛之 葛城ＧＣ 池田　勇太 フリー 坂本　雄介 L'OPERAIO Ｊ・チョイ タラオCC

Ｂ・ジョーンズ キャロウェイゴルフ Ｓ・ビンセント JOYXGC上月C 小木曽　喬 フロンティアの介護 大西　魁斗 ZOZO

@金子　壽波留 アマチュア @和田　一浩 アマチュア @藤井　充明 アマチュア @川岸　滉平 アマチュア

@金子　純 アマチュア @谷繁　元信 アマチュア @新武　康治 アマチュア @篠崎　嘉音 アマチュア
金庚泰（キムキョンテ） 新韓銀行 安本　大祐 テラモト Ｊ・クルーガー Seregeti Estates 原　敏之 YAGOKORO

清水　大成 ロピア 佐藤　大平 クリヤマホールディングス 時松　隆光 ロピア 比嘉　一貴 フリー

@上笹貫　祥寛 アマチュア @小保方　徹 アマチュア @山崎　唯普 アマチュア @木原　敏夫 アマチュア

@古囿　健作 アマチュア @新井　綾乃 アマチュア @早坂　孝己 アマチュア @源野　英輝 アマチュア

小田　孔明 フリー 宮里　優作 フリー 中西　直人 国際スポーツ振興協会 永野　竜太郎 フリー

武藤　俊憲 フリー Ｍ・グリフィン アクシネット 池上　憲士郎 ウッドフレンズ 近藤　智弘 三甲ゴルフ倶楽部

@阪野　智久 アマチュア @大和　毅一 アマチュア @横山　将博 アマチュア @佐藤　文稔 アマチュア

@堀口　典弘 アマチュア @五十嵐　祐輝 アマチュア @星　尚弥 アマチュア @土谷　紀貴 アマチュア

増田　伸洋 フリー 岩本　高志 K's GOLF LOUNGE 出水田　大二郎 TOSS 髙橋　竜彦 ジャパンクリエイト

川上　優大 Golf Brothers 織田　信亮 セーレン Ｔ・クロンパ SINGHA Ｇ・チャルングン フリー

@一色　浩 アマチュア @小嶋　孝之 アマチュア @阿部　恭邦 アマチュア @鹿野　徹 アマチュア

@近藤　誠司 アマチュア @野口　英一 アマチュア @鈴木　丈二 アマチュア @吉本　壽宏 アマチュア

竹山　昂成 フリー 幡地　隆寛 ディライトワークス 塩見　好輝 国際スポーツ振興協会 白　佳和 武田産業

勝俣　陵 ＪＰアセット証券 関藤　直熙 エブリイ 山本　隆大 フリー すし　石垣 悠プロダクション

@星山　和義 アマチュア @佐々木　彰吾 アマチュア @柳井　由紀 アマチュア @富久田　倭 アマチュア

@中村　壽成 アマチュア @佐々木　主浩 アマチュア @内山　汐里 アマチュア @國府田　達也 アマチュア

笠　哲郎 フリー 尾崎　慶輔 平川ＣＣ 小野田　享也 浜名湖CC

成冨　晃広 フリー 岩井　亮磨 ティーケーケー 山浦　一希 フリー

@浅香　祐一 アマチュア 田村　光正 徳田鋼鉄 @岩國　誠之 アマチュア

@石川　誠 アマチュア @岩國　恵利子 アマチュア

2022年5月20日(金)
2nd Round ゴルフパートナーPRO-AMトーナメント東コース

取手国際ゴルフ倶楽部 東コース (6,804Yards/Par70)

選手名 選手名 選手名 選手名

1 7:30 9 8:50 17 7:35 25 8:55

2 7:40 10 9:00 18 7:45 26 9:05

3 7:50 11 9:10 19 7:55 27 9:15

4 8:00 12 9:20 20 8:05 28 9:25

5 8:10 13 9:30 21 8:15 29 9:35

6 8:20 14 9:40 22 8:25 30 9:45

7 8:30 15 9:50 23 8:35

8 8:40 24 8:45

31 9:55

16 10:00
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