
第 68回  埼  玉  県  プ  ロ  ゴ  ル  フ  協　会  研  修  会　〈第19回埼玉オープン予選兼〉

　　　　　　　　　　　　　　組合せ及びスタート時刻      　　於： 平成倶楽部　鉢形城コース　　令和４年6月27日（月）

ＯＵＴ （NO,1) IN （NO,10) プロ　研修生　　アマチュア　ジュニア　他　計　　人

ＮＯ スタート     選  手  名   所                  属 ＮＯ スタート     選  手  名   所                  属 ＮＯ スタート     選  手  名   所                  属 ＮＯ スタート     選  手  名   所                  属

1 7:18

☆富安 廉 埼玉栄高校

9 8:14

S〇正木伊三雄 フリー

1 7:18

☆渡辺　大輔 埼玉栄高校

9 8:14

Gs金子　時男 フタバゴルフ

遠山　雄大 ゴルフパートナー S影山　一成 フリー ＊佐藤　宇鉱 フリー Gs徳永　雅洋 （株）リクルート

佐藤　良威 フリー S髙橋　正博 リバーサイドゴルフ 山下　雅之 中台ゴルフセンター Gs中西　泰文 フリー

〇風間　博之 平成倶楽部 S山添　昌良 フリー 〇相田　芳男 平成倶楽部 Gs西野　正裕 フリー

2 7:25

☆志村　由羅 埼玉栄高校

10 8:21

S薄井　秀也 入間カントリークラブ

2 7:25

☆比留間康介 埼玉栄高校

10 8:21

Gs徳世　忠司 フリー

山下　智 フリー S○福永貴祐 平成倶楽部 〇藤平　療法 皐月CC Gs中島　徹也 伊勢丹ゴルフ

斉藤　栄 カジュラルゴルフ志木 S長谷川正樹 フリー Gs西川　達彦 THYビル（株）

両角　弘 太平洋クラブ江南 S安林　圭孝 フリー 星野　真志 武蔵カントリークラブ Gs稲垣誠二郎 (株)エス・アイ・コーポ

3 7:32

☆水谷　奏仁 埼玉栄高校

11 8:28

S〇宍戸重一 東松宛CC

3 7:32

☆岩井 光太 埼玉栄高校

11 8:28

Gs内藤　信雄 フリー

小林　由昌 アーリーバードCC S〇小沼野健一 大工屋 〇野妻　浩二 岩槻区 Gs峯岸　秀雄 フリー

長尾　慎司 フリー S加藤　優 川口グリーンゴルフ 島田　隆夫 フリー Gs大谷　朗 フリー

〇大沼　英次 平成倶楽部 S青木　繁之 フリー 坂本　聡 鳩山カントリークラブ Gs島村豆至夫 和光ゴルフ練習場

4 7:39

☆全　充浩 埼玉栄高校

12 8:35

S〇小林律夫 フリー

4 7:39

☆熊谷　地陽 埼玉栄高校

12 8:35

Gs〇須藤義男 フリー

小林　一登 高麗川CC S中村　安男 川口グリーンゴルフ 〇神田　陽介 皐月CC Gs木村　武 フリー

中村　勝 川口グリーンゴルフ S先崎　信雄 渡辺GS 高橋　一美 フリー Gs高須　修 フリー

〇萩原　威 平成倶楽部 S渡邊　達 アーリーバードCC 麻田　隆司 さくらゴルフクラブ Gs加藤　悦男 埼玉スポーツ

5 7:46

☆長谷川和瑞大 埼玉栄高校

13 8:42

S〇橋口　恵孝 フリー

5 7:46

☆安藤　真弥 埼玉栄高校

13 8:42

☆茂木　陽太 本庄第一高校

〇竹内　朗 児玉郡 S和智　正哉 フリー 〇木下　輝洋 セコビアゴルフチヨダ 〇杉森　智和 川口市

笠原　瑞城 高麗川CC S湯田　浩典 フリー 佐藤　圭悟 フリー 〇増田　実 飯能市

内田　佳吾 ALWAYSGOLF24 S桧山　英一郎 相模湖ロイヤルCC 伊丹　健二 大宮ゴルフコース 小林　克也 フリー

6 7:53

☆高碕　友輔 埼玉栄高校

14 8:49

☆東　亜藍 埼玉栄高校

6 7:53

☆上妻　勝太 埼玉平成高校

14 8:49
寺岡　裕隆 JGMおごせGC 宮崎　隆 高根カントリークラブ S鈴木　達仁 フリー

S〇船橋数晃 岡部チサンCC 〇明石　論 平成倶楽部 大西　晃次 松原ゴルフガーデン

大倉　義幸 フリー 内田　勝也 フリー S清水　洋一 フリー

7 8:00

☆斉藤　裕 埼玉栄高校

15 8:56 7 8:00

☆滝澤　怜央 埼玉平成高校

15 8:56
〇村山　智輝 皐月CC 〇髙沢　政司　 オリンピックつぶらだ

相磯　太一 フリー 兼島　賢次 フリー

大熊　洋司 フリー 斎藤　光博 岡部チサンCC

8 8:07

〇相川　和明 フリー

16 9:03 8 8:07

☆和田　一馬 埼玉平成高校 ☆ジュニア　＊研修生　Sシニア

鈴木　一徳 フリー 岡田　正志 エムスリ― Gsグランドシニア　〇アマチュア

井手口　正一 フリー 小林　智人 フリー ＊欠席等で変更することがあります。

貴田　和宏 湘南カントリークラブ 〇武政　憲一郎 平成倶楽部




