
JAPAN FINAL 参加権利者一覧 主　催：ゴルフダイジェスト社
７月１５日（日）オープンディビジョン・シニアディビジョン　東名CC練習場 公　認：ワールド・ロングドライブ・チャンピオンシップ（WLD）
７月１６日（祝・月）全カテゴリー　東名CC練習場逆打ち 後　援/協　力：社団法人 日本プロフェッショナルロングドライバーズ協会
■権利者の方は下記日程・集合時間までに受付をしてください。 公式試合球：アメリカン倶楽部「ChargerX」チャージャーX
■エントリーフィ￥５，０００　※受付にてお支払いください。

※表記の競技フォーマットは、変更になる場合もございます。

【Open Division】 【Senior Division】 【SuperSenior Division】 【Women's Division】 
オープンディビジョン シニアディビジョン スーパーシニアディビジョン ウィメンズディビジョン

７月１５日(日) ７月１６日(祝・月) ７月１５日(日) ７月１６日(祝・月) ７月１６日(祝・月)
集合時間：１１：３０～１２：００ 集合時間：１０：００～１０：２０ 集合時間：１３：３０～１４：００ 集合時間：１３：００～１３：３０ 集合時間：１３：００～１３：３０
受付場所：練習場受付 受付場所：練習場受付 受付場所：練習場受付 受付場所：練習場　逆打ちティー 受付場所：練習場　逆打ちティー

【権利者一覧】 【権利者一覧】 【権利者一覧】 【権利者一覧】 【権利者一覧】
ＳＴＡＧＥ３　　　※直前練習あり ＳＴＡＧＥ５　　　※直前練習無し ＳＴＡＧＥ３　　　※直前練習あり SEMI FINAL　　　※直前練習無し SEMI FINAL　　　※直前練習無し

ポイントランキング18 西田 謙司 ポイントランキング7 落合 基樹 2017シード 清水 剛 2017シード 堀田 晃宏 2017シード 小林 千香
ポイントランキング19 EUM SEONG YONG ポイントランキング8 大山 隆史 予選１権利者 酉川 博文 予選１権利者 白石 康次郎 予選１権利者 名和 瑞穂
ポイントランキング20 小西 憲三郎 ポイントランキング9 今泉 健太郎 予選１権利者 鈴木 賢一 予選１権利者 小西 憲三郎 予選2権利者 荻野 春菜
ポイントランキング21 村上 涼 ポイントランキング10 浜崎 高嗣 予選１権利者 小西 憲三郎 予選2権利者 森本 和男 予選3権利者 沢田 裕美
ポイントランキング22 木治 誠 ポイントランキング11 山下 祐助 予選１権利者 髙橋 健 予選2権利者 深水 克也 予選4権利者 尾川 麻紀
予選１権利者 後藤 正幸 ポイントランキング12 髙橋 健 予選2権利者 西田 謙司 予選3権利者 山田 勉 予選5権利者 齊藤 かおり
予選１権利者 田丸 泰地 ポイントランキング13 田澤 大河 予選2権利者 細屋 誠 予選3権利者 岡田 直也 予選6権利者 林 佳世子
予選１権利者 太田 勝規 ポイントランキング14 高橋　一樹 予選2権利者 近藤 鉄也 予選4権利者 小森 彰 予選7権利者 山添 麗子
予選2権利者 中澤 栄二 ポイントランキング15 金谷 明紀 予選3権利者 山田 勉 予選4権利者 戸髙 洋 LastChance
予選2権利者 鈴木 賢一 ポイントランキング16 KIM HYUN KOO 予選3権利者 太田 勝規 予選5権利者 川手 利之 主催・協賛社枠
予選2権利者 近藤 鉄也 ポイントランキング17 飯山 大輝 予選3権利者 小森 彰 予選5権利者 平間 日出郎
予選3権利者 渡部 慎一 予選4権利者 渡部 慎一 予選5権利者 平野 正行 ≪競技スケジュール概要≫
予選3権利者 川手 利之 予選4権利者 川口 浩 予選6権利者 木下 義紀 SEMI FINAL
予選3権利者 岡田 直也 ＳＴＡＧＥ６ 予選4権利者 神矢 謹治 予選6権利者 廣瀬 辰治 上位３名はFINALへ
予選3権利者 川口 浩 予選5権利者 山崎 泰宏 予選6権利者 菅嶋 誠一 下位は競技終了
予選3権利者 東野 雅之 ポイントランキング3 永江 義経 予選5権利者 進藤 正義 予選7権利者 橋本 幸正 FINAL
予選4権利者 梶原 直樹 ポイントランキング4 三隅 直人 予選5権利者 岡田 直也 予選7権利者 保坂 幸 上位３名入賞
予選4権利者 笠原 継夫 ポイントランキング5 山崎 泰宏 予選5権利者 巽 英樹 LastChance
予選4権利者 海東 英郎 ポイントランキング6 酉川 博文 予選5権利者 菅嶋 誠一 主催・協賛社枠
予選4権利者 馬場 亮太 予選6権利者 川手 利之
予選5権利者 井上 賢人 予選6権利者 堀田 晃宏
予選5権利者 進藤 正義 ＳＴＡＧＥ９ 予選6権利者 阿部 義幸 ≪競技スケジュール概要≫
予選5権利者 浦 大輔 予選6権利者 五十嵐 祐輝 SEMI FINAL
予選5権利者 篠塚 学 ポイントランキング1 南出 仁寛 予選7権利者 松井 英彦 上位６名はFINALへ
予選6権利者 豊永 智大 ポイントランキング2 永原 総太朗 LastChance 下位は競技終了
予選7権利者 KIM YU KEUN 主催・協賛社枠 FINAL
予選7権利者 細屋 誠 上位３名入賞
予選7権利者 榎本 涼平 ≪競技スケジュール概要≫
LastChance STAGE５～８は、２グループにて開催 ≪競技スケジュール概要≫
主催・協賛社枠 STAGE５ 上位４名はSTAGE６へ STAGE３は２グループにて開催

下位５名はSTAGE７へ 上位計９名は翌日のSEMIFINALへ
STAGE６ 上位２名はSTAGE９へ 下位はSTAGE４へ

下位４名はSTAGE８へ STAGE４は１グループにて開催
STAGE７ 上位２名はSTAGE８へ 上位３名は翌日のSEMIFINALへ

下位４名は競技終了 下位は競技終了
STAGE８ 上位３名はSTAGE１０へ SEMI FINAL ※以降は16日開催

下位３名は競技終了 上位６名はFINALへ
STAGE９ 上位２名はFINAL Tournamentへ 下位は競技終了

≪競技スケジュール概要≫ 下位４名はSTAGE１１へ FINAL
STAGE３は３グループにて開催 STAGE１０ 上位２名はSTAGE１１へ 上位３名入賞

上位７名は翌日のSTAGE５へ 下位４名は競技終了
下位はSTAGE４へ STAGE１１ 上位２名はFINAL Tournamentへ

STAGE４は１グループにて開催 下位４名は競技終了
上位４名は翌日のSTAGE７へ FINAL Tournament
下位は競技終了 ４名によるトーナメント
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