
2021年5月21日(金)

②

1st Tee 10th Tee
No. Time 選手名 所属先 No. Time 選手名 所属先 No. Time 選手名 所属先 No. Time 選手名 所属先

池上　憲士郎 フリー 和田　章太郎 ディライトワークス 大槻　智春 真清創設 梅山　知宏 アイシグリーンシステム

Ｓ・ノリス JOYXGC 上月C すし　石垣 悠プロダクション株式会社 Ｊ・クルーガー フリー 香妻　陣一朗 フリー

＠橘高　寿明 アマチュア ＠川勝　美紀 アマチュア ＠阪野　智久 アマチュア ＠三山　熊裕 アマチュア

＠久保　秀人 アマチュア ＠細田　有里 アマチュア ＠土本　和彦 アマチュア

Ｔ・ペク キャロウェイゴルフ 小斉平　優和 太平洋クラブ 比嘉　一貴 フリー 長谷川　祥平 ＥＬＥＣＯＭ

塩見　好輝 国際スポーツ振興協会 池田　勇太 フリー Ｂ・ケネディ アクシネット Ｊ・パグンサン JOYX

＠近藤　昇 アマチュア ＠石田　純哉 アマチュア ＠宮脇　和仁 アマチュア ＠坂本　達郎 アマチュア

＠斉藤　貴朗 アマチュア ＠新井田勇二 アマチュア ＠竹内　仁美 アマチュア ＠阿部　将 アマチュア

手嶋　多一 ミズノ 佐藤　大平 クリヤマ Ａ・ブランド アクシネット Ａ・クウェイル キャロウェイゴルフ

髙橋　竜彦 浜通り交通 稲森　佑貴 国際スポーツ振興協会 浅地　洋佑 フリー 岩田　寛 フリー

＠高倉　力矢 アマチュア ＠谷繁　元信 アマチュア ＠大沢　誠司 アマチュア ＠武山　孝人 アマチュア

＠國府　宏匡 アマチュア ＠和田　一浩 アマチュア ＠矢島　正規 アマチュア ＠庄司　明久 アマチュア

竹内　廉 フリー 石坂　友宏 日本ウェルネススポーツ大学 Ｄ・ブランスドン アクシネット Ｓ・ハン ＳＡＩＧＡ

内藤　寛太郎 ロピア 石川　遼 CASIO 市原　弘大 フリー 片山　晋呉 イーグルポイントGC

＠村上　信子 アマチュア ＠宇田川　雅海 アマチュア ＠清野　誠 アマチュア ＠石井　幸子 アマチュア

＠藤木　幹大 アマチュア ＠石川　誠 アマチュア ＠中村　勝郁 アマチュア ＠三木　早苗 アマチュア

趙　珉珪 フリー 矢野　東 ラキール 宮里　優作 フリー Ｍ・ヘンドリー アクシネット

河野　祐輝 NTT西日本アセット・プランニング 大田和　桂介 麻倉GC Ｂ・スナイダー フリー 額賀　辰徳 取手国際ＧＣ

＠佐藤　佳子 アマチュア ＠横見　彰彦 アマチュア ＠村下　秀和 アマチュア ＠浦上　壮平 アマチュア

＠高安　伸也 アマチュア ＠見崎　和也 アマチュア ＠小野村　純 アマチュア ＠渡辺 千歩 アマチュア

横田　真一 ELPA 大西　魁斗 フリー 井上　信 袖ヶ浦ＣＣ 白　佳和 和光金属工業

古田　幸希 三沢空港温泉 杉本　エリック 加賀電子 金子　駆大 フリー 清水　大成 フリー

＠宮本　美帆子 アマチュア ＠松井　優希 アマチュア ＠木下　翔 アマチュア 高柳　直人 フリー

＠川田　章代 アマチュア ＠レスネット　ダニエル アマチュア ＠三浦　晃 アマチュア

幡地　隆寛 ディライトワークス 小西　貴紀 ジャパンビレッジGC Ｒ・ジョン フリー 坂本　雄介 jioworks

Ｇ・デバルバ 鳴尾ＧＣ 阿久津　未来也 六甲国際GC 久常　涼 SBSホールディングス Ｄ・ブーマ SINGHA

＠松山　奈津江 アマチュア 池村　寛世 ディライトワークス ＠大囿　誠二 アマチュア 副田　裕斗 フリー

＠宮　美佳 アマチュア 海老根　文博 MYアセット

2021年5月21日(金)
2nd Round ゴルフパートナーPRO-AMトーナメント　東コース

取手国際ゴルフ倶楽部 東コース (6,804Yards/Par70)

1 7:30 8 8:47 15 7:35 22 8:52

2 7:41 9 8:58 16 7:46 23 9:03

3 7:52 10 9:09 17 7:57 24 9:14

4 8:03 11 9:20 18 8:08 25 9:25

9:47

5 8:14 12 9:31 19 8:19

8:41

26 9:36

6 8:25 13 9:42 20 8:30 27

28 9:58

アマチュアプレーヤー48名・ツアープレーヤー60名　

（注）欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります

＠…アマチュア

7 8:36 14 9:53 21

Official Site  http://www.jgto.org/


