
Final Round
取手国際ゴルフ倶楽部  東コース（6,804Yards/Par70）

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

時松　隆光 ロピア 200 -10 Ｊ・クルーガー Seregeti Estates 198 -12 阿久津　未来也 六甲国際GC 201 -9 岩井　亮磨 ティーケーケー 202 -8

長野　泰雅 福岡地行 200 -10 桂川　有人 国際スポーツ振興協会 198 -12 金庚泰（キムキョンテ） 新韓銀行 201 -9 Ａ・エバンス アクシネット 202 -8

＠吉川　秀之 アマチュア 79 +9 ＠高山　知晃 アマチュア 75 +5 ＠南家　健太 アマチュア 79 +9 ＠渡邊　将人 アマチュア 83 +13

＠松坂　大輔 アマチュア 79 +9 ＠石塚　祥成 アマチュア 75 +5 ＠馬場　輝雄 アマチュア 79 +9 ＠蜘手　康介 アマチュア 83 +13

阿部　裕樹 フリー 200 -10 田村　光正 徳田鋼鉄 197 -13 鍋谷　太一 国際スポーツ振興協会 201 -9 佐藤　大平 クリヤマホールディングス 202 -8

宋永漢（ソンヨンハン） 新韓銀行 200 -10 小田　孔明 フリー 197 -13 Ａ・クウェイル キャロウェイゴルフ 201 -9 Ｊ・チョイ タラオCC 202 -8

＠高野　健汰 アマチュア 78 +8 ＠東　幸司 アマチュア 75 +5 ＠久門　弘 アマチュア 79 +9 ＠乾　一也 アマチュア 83 +13

＠武松　将寛 アマチュア 78 +8 ＠稲村　隆浩 アマチュア 75 +5 ＠中村　正美 アマチュア 79 +9 ＠田中　幸治 アマチュア 84 +14

小木曽　喬 フロンティアの介護 200 -10 中里　光之介 東京ベイ舞浜ホテル 197 -13 石坂　友宏 都築電気 201 -9 小西　貴紀 ジャパンビレッジGC 202 -8

伊藤　有志 アイシグリーンシステム 199 -11 清水　大成 ロピア 196 -14 貞方　章男 アイダ設計 201 -9 藤田　寛之 葛城ＧＣ 202 -8

＠吉田　達功 アマチュア 78 +8 ＠中川　悠 アマチュア 75 +5 ＠塩津　晋也 アマチュア 79 +9 ＠鈴木　薫 アマチュア 85 +15

＠岩國　誠之 アマチュア 78 +8 ＠見崎　和也 アマチュア 74 +4 ＠金子　貴司 アマチュア 79 +9 ＠河崎　旭紀 アマチュア 88 +18

浅地　洋佑 フリー 199 -11 大西　魁斗 ZOZO 196 -14 小袋　秀人 戸塚ＣＣ 201 -9 大田和　桂介 麻倉GC 203 -7

Ｊ・デロスサントス JOYXGC上月C 199 -11 永澤　翔 ダイワロイヤルゴルフ 195 -15 杉山　知靖 中央日本土地建物グループ 201 -9 小林　伸太郎 栃木ミサワホーム 203 -7

＠大福　正人 アマチュア 78 +8 ＠中村　勝郁 アマチュア 74 +4 ＠土田　恭章 アマチュア 79 +9 ＠亀谷　俊佑 アマチュア 92 +22

＠長岡　元樹 アマチュア 78 +8 ＠千野　英樹 アマチュア 74 +4 ＠篠田　裕邦 アマチュア 79 +9 ＠宮原　一保 アマチュア 94 +24

安本　大祐 テラモト 199 -11 Ｓ・ビンセント JOYXGC上月C 195 -15 山本　隆大 フリー 201 -9 小林　正則 フリー 203 -7

近藤　智弘 三甲ゴルフ倶楽部 199 -11 Ｇ・チャルングン フリー 195 -15 岡田　絃希 日本植生 202 -8 植木　祥多 K・コーポレーション 204 -6

＠饒田　剛央 アマチュア 77 +7 ＠三橋　正季 アマチュア 73 +3 ＠金田　昌信 アマチュア 80 +10 中島　徹 信濃GC 205 -5

＠辻田　晴也 アマチュア 76 +6 ＠左近　哲也 アマチュア 73 +3 ＠牧野　一弘 アマチュア 80 +10 村上　拓海 フリー 205 -5

関藤　直熙 エブリイ 199 -11 Ｂ・ケネディ アクシネット 193 -17 勝俣　陵 ＪＰアセット証券 202 -8 武藤　俊憲 フリー 206 -4

池田　勇太 フリー 198 -12 比嘉　一貴 フリー 193 -17 塚田　陽亮 ホクト 202 -8 平田　憲聖 大阪学院大学 206 -4

＠蓮沼　謙一 アマチュア 76 +6 ＠横見　彰彦 アマチュア 73 +3 ＠神山　和浩 アマチュア 81 +11 Ｈ・リー 中京陸運 206 -4

＠玉木　康治 アマチュア 76 +6 ＠船橋　数晃 アマチュア 71 +1 ＠鷺　一成 アマチュア 81 +11 片岡　尚之 フリー 206 -4

市原　弘大 フリー 198 -12 今平　周吾 ダイヤ 193 -17 Ｂ・ジョーンズ キャロウェイゴルフ 202 -8 白　佳和 武田産業 207 -3

和田　章太郎 フリー 198 -12 大槻　智春 真清創設 191 -19 内藤　寛太郎 ロピア 202 -8 小西　健太 フリー 208 -2

＠岩本　直樹 アマチュア 76 +6 ＠中村　鎌大 アマチュア 70 0 ＠前田　賢祐 アマチュア 81 +11 竹安　俊也 フリー 209 -1

＠海老原　脩 アマチュア 76 +6 ＠平野　大樹 アマチュア 70 0 ＠茂野　進司 アマチュア 81 +11

ツアープレーヤー 61 名　 アマチュア 50名

（注）欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります
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コース内での選手の撮影は固くお断りいたします。クラブハウス前のサインエリア、練習場でのみ撮影をお願いいたします。

2022 ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント 2022年05月22日 (日)
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