
NO.1　西 ２０２２年１０月１２日（水） NO.10　南 芳賀カントリークラブ　　　7,078Y　　PAR　72

OUT 時　間 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 IN 時　間 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

※高山 聡史 ※相澤 久之 村野 聡文 小林 久幸 ※平山 賢一 白井 一寿 長本 広範 吉澤　一瑠

小山市 足利市 アローエースＧＣ 皐月ＧＣ鹿沼C 大田原市 那須GC GスタジオZAMET フリー

※小池 庸介 ※大谷 五一郎 田代 勉 田中 孝尚 ※中村 瑛心 稲葉 豊 重原 啓利 飯田　要

足利市 福島県 サンヒルズCC ライディスG 佐野市 フリー フリー 芳賀CC

※藤島 厚 ※伊藤 光 佐藤 英之 石毛 巧 ※井上 笑慈 神子谷 晴夫 田内 浩太 黒沼 光明

群馬県 埼玉県 セブンハンドレッドC エパック 群馬県 都賀CC エバGアカデミー フリー

※康 翔亮 ※小林 尚史 齊藤 弘行 渡辺 敬博 ※河内 善文 ※橋本 剛 橋爪 信彦 大栗　平

東京都 宇都宮市 富次郎 那須伊王野CC 佐野市 那珂川町 フリー JGM宇都宮GC

※下村 剛 青木 佐登司 岩本 通 大栗　辰弥 ※高橋 聡 ※千葉 紫音 山﨑 伸明 佐藤 瞬

東京都 宮の森CC K's GOLF LOUNGE JGM宇都宮GC 埼玉県 宇都宮市 東伸SPORT フリー

※常盤 和也 大野 良徳 崎山 武志 松岡　利樹 ※北川 貴則 ※安孫子 大祐 鷲尾 茂彦 星　　清

鹿沼市 大野Jrｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ アビバＨＤ 伊香保国際 宇都宮市 宇都宮市 皆川城CC サンヒルズCC

※松枝 靖悟 ※須田 信乃介 植田 浩史 橋爪 光彦 ※齋藤 旬一 大原 俊之 齋藤 義勝 赤羽　宏優

下野市 茨城県 太平洋C益子PGA (有)アミティー 那須塩原市 フリー 芳賀CC プレステージCC

※舘野 章 ※鈴木 貴士 髙松 厚 平井 俊光 ※好井 貴之 ※須田 造萌 深澤 幸雄 小西　伸明

下野市 宇都宮市 益子ダイナミックGC エストリックス 宇都宮市 茨城県 フリー 風月CC

※石川 巧 ※須田 航平 川合 翔平 毛利 一成 ※後藤 貴浩 小川 厚 平野 智行 加藤 輝

鹿沼市 茨城県 泉国際GC フリー 宇都宮市 サンヒルズＣＣ フリー アローエースＧＣ

※松澤 虎大 ※張田 巧 古川 敦基 金子 優将 ※山田 俊明 ※大塚 武 中 庸行 加藤 俊英

佐野市 日光市 フリー フリー 宇都宮市 栃木市 広陵CC 羽川エンタープライズ

※池田 悠太 ※粂谷 海翔 佐藤 圭介 阿部 裕樹 ※平野 邦広 ※柳 修 清水 信行 吉新　且規

宮城県 栃木市 フリー フリー 市貝町 真岡市 ｺﾞｰﾙﾄﾞ栃木ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄCC フリー

※塚原 悠斗 ※稲沢 宏之 染谷 朋幸 篠崎 晃司 ※水沼 勇太 植田 大貴 荒井　陸 池内 慧

佐野市 那須塩原市 観音山GC マスターズGP 宇都宮市 ホウライCC フリー ソネットフィットネス

※豊田 龍生 ※中川 虎ノ介 松上 和弘 徳永 弘樹 ※柿沼 瑛亮 ※渡邉 日向 西村 匡史 久我 明

鹿沼市 宇都宮市 霞ヶ関CC サンヒルズＣＣ 小山市 宇都宮市 フリー 那須高原Ｇ練習場

※秋田 均 ※村上 勝 峯　　聖 松山 悟 ※吉田 凛世 渡辺 則夫 中川 叶唯 美濃部 圭

那須烏山市 下野市 栃木CC ALL KOREINA 宇都宮市 東那須G練習場 メイフラワーＧＣ フリー

※馬場 聖哉 倉岡 博樹 三戸 忠幸 宮城 集 ※田中 実 小嶋 光康 小島 謙太郎 小石 敬信

東京都 フリー フリー PROMICS SUPPORTERS 埼玉県 小山ＧＣ 日光CC ロイヤルＣＣ

※長川 正樹 ※島津 翔太 髙橋 完 中里 鉄也 ※進藤 武之 吉川 達也 マック 小島 長本 広治

埼玉県 茨城県 ゴルフミッションM 塩原CC 東京都 フリー 鹿沼グループ GスタジオZAMET

※奈良 勝重 小川 清二 山本 篤志 田中 大介 ※針尾 保治 杉山 誠 矢島 信一 佐藤 潔司

埼玉県 琵琶池GC JGM宇都宮GC アゼリアヒルズCC 埼玉県 高根沢GP 那須GC 喜連川CC

☆　欠席のある場合は組合せを変更することがあります。 ※アマチュア選手 競　技　委　員　会

16 9:30 16 9:30

17 9:40 17 9:40
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15 9:20 15 9:20
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10 8:30 10 8:30

11 8:40 11 8:40

8 8:10 8 8:10

9 8:20 9 8:20

6 7:50 6 7:50

7 8:00 7 8:00

4 7:30 4 7:30

5 7:40 5 7:40

2 7:10 2 7:10

3 7:20 3 7:20

STARTINGTIMES&PAIRINGS

1 7:00 1 7:00

 第２６回　栃木県オープンゴルフ選手権大会


