
7,118Y  Par72

ｽﾀｰﾄ時間

中山 竜己 高山 豊 川口 明浩 内田 和広 市原 敏隆 家泉 英明 岩橋 雅一 岩橋 和輝

片岡 健太郎 大谷 秀雄 中野 寿男 梅田 智之 山菅 利彦 中根 賢太 加藤 賢吾 恩田 享之

太田 秀樹 小野 拓也 難波 紀幸 佐藤 浩一 植村 勝將 前川 政広 宮路 忠幸 福本 徹

高尾 陽介 米倉 雄一郎 杉浦 茂樹 松山 阜司 國分 周之介 冨田 雅二 岡野 智弘 小松崎 博

本川 寛 小田 博之 高橋 講暢 井上 雅裕 松本 順一 松本 優人 阪野 智久 倉田 順一

8:05
池田 宏貴 中根 健太 岩田 光徳 辻 正幸 上野 進 宮本 晃次 荒木 嘉一 山下 肇

嶋田 義郎 大平 勝利 大西 秀昭 横江 泰司 神谷 雅彦 神谷 茂 佐々木 清士 松浦 安洋

竹島 道之 大島 英晃 榊原 吉規 井村 公一 佐藤 昌弘 尾崎 貴将 衣笠 洋司 猿山 隆二

立山 誠也 野田 尚登 藤井 邦生 川村 義樹 坂上 吉久 陸橋 秀規 日比野 敬 伊藤 功巳

西山 学 村田 靖司 武田 和大 関澤 誠 石井 勉 奥田 堅太郎 石川 浩司 冨貴田 大輔

8:47
長田 博昭 廣野 豊 長沼 清司 大和田 晃 川口 圭典 澤村 健太郎 川崎 信之 天堀 忠博

山本 幸広 築山 一佳 中村 修一 山本 英生 鈴木 昇 高橋 英之 阿部 恭邦 高槻 啓太

白出 高明 佐々木 浩 堀 信義 谷 光治 太田 浩年 山崎 訓弘 藪 秀則 後藤 太志

尾崎 幸一郎 根本 幸範 武田 大輔 大石 優 二村 一宇 岡田 貴弘 政安 徹也 蝉川 泰果

松本 凌 秋山 利王 齊藤 剛 渡辺 正樹 山村 憲人 大山 碩済 林 考春 宮園 正則

9:29
高橋 健 松丸 佳孝 桐越 浩志 村中 信宜 北村 憲正 松久 浩幸 石森 義信 林 和夫

本田 博一 西嶋 節夫 治田 吉史 菊 義之 安藤 弘 李 実 朝田 忍 丸山 武志

石井 新也 山岡 勇喜 廣江 康彦 義見 康介 岸 恭輔 神谷 悠朗 野村 卓洋 晝間 隆広

西山 英二 三井 吉奎 森山 裕 佐藤 隆一 金子 雄一 丸山 文雄 岳田 幸成 加藤 誠志

（注）この組合せは諸事情により、変更することがあります　　　　競技委員長　

２０１７年１０月１２日（木）

日本一決定戦
片山津ゴルフ倶楽部／白山コース

《 ＯＵＴ 》 《ＩＮ》

1 7:30 1
九州大会決勝　芥屋ゴルフ倶楽部 関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部 関東B大会決勝　狭山ゴルフ・クラブ／西・東 関東C大会決勝　鳴沢ゴルフ倶楽部

2 7:37 2
関東B大会決勝　狭山ゴルフ・クラブ／西・東 関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部 関東C大会決勝　鳴沢ゴルフ倶楽部 中部大会決勝　愛知カンツリー倶楽部

3 7:44 3
関東C大会決勝　鳴沢ゴルフ倶楽部 関東A大会決勝　大洗ゴルフ倶楽部 関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部 関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部

4 7:51 4
九州大会決勝　芥屋ゴルフ倶楽部 中部大会決勝　愛知カンツリー倶楽部 関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部 関東B大会決勝　狭山ゴルフ・クラブ／西・東

5 7:58 5
関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部 関東A大会決勝　大洗ゴルフ倶楽部　 関東C大会決勝　鳴沢ゴルフ倶楽部 中部大会決勝　愛知カンツリー倶楽部

＜調整タイム＞ ＜調整タイム＞

6 8:12 6
関東A大会決勝　大洗ゴルフ倶楽部　 関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部 関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部 九州大会決勝　芥屋ゴルフ倶楽部

7 8:19 7
関東B大会決勝　狭山ゴルフ・クラブ／西・東 関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部 中部大会決勝　愛知カンツリー倶楽部 関東C大会決勝　鳴沢ゴルフ倶楽部

8 8:26 8
関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部 日本一決定戦　シード 関東A大会決勝　大洗ゴルフ倶楽部　 関東C大会決勝　鳴沢ゴルフ倶楽部

9 8:33 9
九州大会決勝　芥屋ゴルフ倶楽部 関東B大会決勝　狭山ゴルフ・クラブ／西・東 関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部 中部大会決勝　愛知カンツリー倶楽部

10 8:40 10
関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部 日本一決定戦　シード 関東A大会決勝　大洗ゴルフ倶楽部 中部大会決勝　愛知カンツリー倶楽部

＜調整タイム＞ ＜調整タイム＞

11 8:54 11
関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部 関東B大会決勝　狭山ゴルフ・クラブ／西・東 九州大会決勝　芥屋ゴルフ倶楽部 関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部

12 9:01 12
日本一決定戦　シード 北海道決勝大会　札幌ゴルフ倶楽部／輪厚コース 関東A大会決勝　大洗ゴルフ倶楽部　 関東C大会決勝　鳴沢ゴルフ倶楽部

13 9:08 13
北海道決勝大会　札幌ゴルフ倶楽部／輪厚コース 日本一決定戦　シード 関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部 関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部

14 9:15 14
関東A大会決勝　大洗ゴルフ倶楽部　 関東C大会決勝　鳴沢ゴルフ倶楽部 関東B大会決勝　狭山ゴルフ・クラブ／西・東 関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部

15 9:22 15
関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部 東北大会決勝　泉パークタウンゴルフ倶楽部 日本一決定戦　シード 中部大会決勝　愛知カンツリー倶楽部

＜調整タイム＞ ＜調整タイム＞

16 9:36 16
日本一決定戦　シード 北海道決勝大会　札幌ゴルフ倶楽部／輪厚コース 中部大会決勝　愛知カンツリー倶楽部 東北大会決勝　泉パークタウンゴルフ倶楽部

17 9:43 17
九州大会決勝　芥屋ゴルフ倶楽部 関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部 関東C大会決勝　鳴沢ゴルフ倶楽部 関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部

18 9:50 18
九州大会決勝　芥屋ゴルフ倶楽部 関東B大会決勝　狭山ゴルフ・クラブ／西・東 中部大会決勝　愛知カンツリー倶楽部 関東C大会決勝　鳴沢ゴルフ倶楽部

19 9:57 19
関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部 関東A大会決勝　大洗ゴルフ倶楽部 関東C大会決勝　鳴沢ゴルフ倶楽部 中部大会決勝　愛知カンツリー倶楽部
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