
カテゴリーⅠ ７,０５８Y／カテゴリーⅡ ６,５０１Y　PAR７２

ｽﾀｰﾄ時間

西村 隆司※ 木下 晶夫※ 久保 真一 小寺 寿矢 吉田 淳一 谷口 信輝 東川 貴俊 下野 起範

藤井 隆之 川島 勇介 藪 秀則 後藤 太志 豊田 泰央 田村 直樹 川口 大八郎 郷田 直毅

西山 学 村田 靖司 黒川 真一 槙田 雄一 阿部 恭邦 高槻 啓太 石井 勉 奥田 堅太郎

吉田 尊生 野代 雅樹 山根 英彦※ 太田 浩之※ 山田 武史 河部 博 高村 博臣 松尾 真吾

中嶋 勇太 加藤 剛士 山田 大介 上辻 徹身 中川 英介 本田 雅稔 佐藤 昌弘 尾崎 貴将

安田 勇二 鷲見 政人 平本 達哉 日比生 秦宏 手塚 辰弥 志村 隆由 小杉 康之 船田 大紀

8:18
森 太一 正木 仁 大村 則雄 横見 彰彦 岸田 佑典 大野 隆平 岩橋 雅一 風間 智行

田中 美津大 中尾 一郎 南 和彦 小寺 勝 津葉井 慎弥 見崎 和也 小松 範行 丸石 勝也

和田 考行 打越 圭介 西原 浩司 岩堀 眞規 加藤 英志 杉本 実英 釜谷 正宏※ 福井 浩之※

井上 政人 永田 満 竹村 匡弘 松林 俊也 鳴尾 幸久 福本 賀範 榊原 吉規 井村 公一

酒井 透 菊地 香 工藤 悟 小泉 徹 渡辺 裕之 向 俊一 高瀬 基次 田中 良博

山村 憲人 大山 碩済 義澤 秀雄 中村 正美 石亀 三四郎※ 高江洲 順一※ 渡邊 将人 寺口 真一郎

9:14
佐々木 清士 松浦 安洋 諸星 幸政※ 山本 和春※ 増野 逸実 佐藤 秀信 梶原 丈敬 冨永 洋史

青柳 真治 林 明 本間 條久 関本 勝 下根 俊之 森本 伸幸 加藤 拓 明石 晋

岩橋 正治 磯山 喜一 中島 隆司※ 植田 透※ 浅野 一矢※ 松本 宏和※ 村山 嘉彦 林 文男

富本 昌典※ 大浦 秀喜※ 加藤 幸成 米倉 慶一郎 竹尾 吉主 延安 伸二 藤原　翔一郎 松田　秀人

菊地　由起 丸居　信夫 中山　竜己 宮城　マルコ 佃 祐介Ⅱ 平塚 一廣Ⅱ 島田 勝義Ⅱ 月岡 靖憲Ⅱ

野田 智洋Ⅱ 山下 友幸Ⅱ 高橋 幸貴也Ⅱ 川島 基寛Ⅱ 西山 里子Ⅱ 安東 二子Ⅱ 乾 明洋Ⅱ 三澤 隆二Ⅱ

宮崎 晴幸Ⅱ 平井 裕泰Ⅱ 石上 順一Ⅱ 元井 洋雄Ⅱ

（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　

２０１８年１０月５日（金）

日本一決定戦
熊本空港カントリークラブ

《 ＯＵＴ 》 《ＩＮ》

2 7:38 2
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 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

1 7:30 1
中部大会決勝　愛知カンツリー倶楽部 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 関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部

4 7:54 4
関東C大会決勝　鳴沢ゴルフ倶楽部 北海道大会決勝　ザ・ノースカントリーゴルフクラブ 中部大会決勝　愛知カンツリー倶楽部 九州大会決勝　芥屋ゴルフ倶楽部

3 7:46 3
関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部 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 関東A大会決勝　大洗ゴルフ倶楽部

6 8:10 6
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 関東A大会決勝　大洗ゴルフ倶楽部 九州大会決勝　芥屋ゴルフ倶楽部

5 8:02 5
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 九州大会決勝　芥屋ゴルフ倶楽部 関東A大会決勝　大洗ゴルフ倶楽部

8 8:34 8
関東C大会決勝　鳴沢ゴルフ倶楽部 九州大会決勝　芥屋ゴルフ倶楽部 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

＜調整タイム＞ ＜調整タイム＞

7 8:26 7
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

10 8:50 10
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 関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部 中部大会決勝　愛知カンツリー倶楽部

9 8:42 9
関東A大会決勝　大洗ゴルフ倶楽部 北海道大会決勝　ザ・ノースカントリーゴルフクラブ 中部大会決勝　愛知カンツリー倶楽部 関東B大会決勝　狭山ゴルフ・クラブ／西・東

12 9:06 12
日本一決定戦　シード 関東A大会決勝　大洗ゴルフ倶楽部 沖縄大会決勝　パームヒルズゴルフリゾート 関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部

11 8:58 11
関東C大会決勝　鳴沢ゴルフ倶楽部 東北大会決勝　泉パークタウンゴルフ倶楽部 北海道大会決勝　ザ・ノースカントリーゴルフクラブ 関東B大会決勝　狭山ゴルフ・クラブ／西・東

＜調整タイム＞ ＜調整タイム＞

13 9:22 13
日本一決定戦　シード 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 関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部

15 9:38 15
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 九州大会決勝　芥屋ゴルフ倶楽部

14 9:30 14
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 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

17 9:54 17
関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部 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

16 9:46 16
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 関西B大会決勝　ABCゴルフ倶楽部 関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部

19 10:10
沖縄大会決勝　パームヒルズゴルフリゾート 関西A大会決勝　鳴尾ゴルフ倶楽部

18 10:02 18
九州大会決勝　芥屋ゴルフ倶楽部 北海道大会決勝　ザ・ノースカントリーゴルフクラブ 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


