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

矢野　東 ラキール 竹内　優騎 青山高原ＣＣ 桂川　有人 国際スポーツ振興協会 木村　太一 フリー

植竹　勇太 セガサミーホールディングス 伊澤　利光 フリー Ｄ・ブランスドン アクシネット 額賀　辰徳 取手国際ＧＣ

@村下　秀和 アマチュア @横見　彰彦 アマチュア @吉川　美弘 アマチュア @仙田　利秀 アマチュア

@小野村　純 アマチュア @見崎　和也 アマチュア @吉川　繁雄 アマチュア @後藤　好孝 アマチュア

秋吉　翔太 ホームテック 小斉平　優和 太平洋クラブ 市原　弘大 フリー 古川　雄大 フリー

石坂　友宏 都築電気 竹谷　佳孝 エー・エム・エス Ａ・キュー TAKA SPORTS 岩﨑　亜久竜 フリー

@西川　泰永 アマチュア @渡部　隆一 アマチュア @小辻　道彦 アマチュア @佐久間　誠一 アマチュア

@日下　秀男 アマチュア @高橋　久信 アマチュア @須藤　正浩 アマチュア @松川　忍 アマチュア

片岡　尚之 フリー 横田　真一 ELPA 杉山　知靖 中央日本土地建物グループ 佐藤　太地 フリー

阿部　裕樹 フリー Ａ・エバンス アクシネット Ａ・ブランド アクシネット 井上　信 袖ヶ浦ＣＣ

@萩野　成宣 アマチュア @佐々木　謙彦 アマチュア @嶌田　真一 アマチュア @田村　界 アマチュア

@松岡　直樹 アマチュア @井上　浩輔 アマチュア @嶌田　香雅美 アマチュア @糠信　秀企 アマチュア

塚田　陽亮 ホクト 大槻　智春 真清創設 小林　伸太郎 栃木ミサワホーム 阿久津　未来也 六甲国際GC

Ｍ・ヘンドリー アクシネット 小鯛　竜也 フリー 今平　周吾 ダイヤ 宋永漢（ソンヨンハン） 新韓銀行

@福永　清彦 アマチュア @土井　健太郎 アマチュア @樋口　美代子 アマチュア @山田　真吾 アマチュア

@山本　卓司 アマチュア @鈴木　智大 アマチュア @横川　亜希子 アマチュア @吉田　康次郎 アマチュア

浅地　洋佑 フリー Ｔ・ペク キャロウェイゴルフ 岩田　寛 フリー 池村　寛世 ディライトワークス

Ｄ・ペリー JOYXGC上月C 久常　涼 SBSホールディングス 貞方　章男 アイダ設計 手嶋　多一 ミズノ

@井上　洋次 アマチュア @辻田　晴也 アマチュア @竹内　章 アマチュア @大沢　誠司 アマチュア

@宮下　健 アマチュア @井坂　直樹 アマチュア @堤　浩二 アマチュア @安田　勇二 アマチュア

大岩　龍一 フリー Ｈ・Ｗ・リュー フリー 和田　章太郎 フリー 鍋谷　太一 国際スポーツ振興協会

内藤　寛太郎 ロピア 大内　智文 レイクグリーンゴルフ倶楽部 河本　力 フリー Ａ・クウェイル キャロウェイゴルフ

@磯村　嘉孝 アマチュア @石塚　明子 アマチュア @井下　高宏 アマチュア @持田　哲哉 アマチュア

@田所　裕槻 アマチュア @石塚　年啓 アマチュア @川瀬　浩史 アマチュア @梅山　明久 アマチュア

村上　拓海 フリー 倉本　昌弘 フリー 金子　駆大 フリー 小西　貴紀 ジャパンビレッジGC

川満　歩 GOLF MEISTER 平田　憲聖 大阪学院大学 亀代　順哉 フリー 植木　祥多 K・コーポレーション

@庄司　太郎 アマチュア @尾西　博樹 アマチュア @矢島　正規 アマチュア Ｈ・リー 中京陸運

@坂倉　英俊 アマチュア @中村　正美 アマチュア @山西　伸彦 アマチュア 篠　優希 フリー

松原　大輔 フリー 堀内　大輔 加賀スポーツ 永澤　翔 ダイワロイヤルゴルフ

小西　健太 フリー Ｊ・デロスサントス JOYXGC上月C 金智宇（キムジウ） フリー

@那須　純一 アマチュア 長野　泰雅 福岡地行 @斎藤　克明 アマチュア

@日覺　暁紀 アマチュア @飯塚　文康 アマチュア

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

取手国際ゴルフ倶楽部 西コース (6,544Yards/Par70)

選手名 選手名 選手名 選手名

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

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

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

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

5 8:10 13 9:30 21 8:10

6 8:20 14 9:40 22 8:20

31 9:50

29 9:30

30 9:40

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

8 8:40 16 10:00 24 8:40
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