
2021年5月22日(土)

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

鈴木　敬太 銀座コバウ 梅山　知宏 アイシグリーンシステム 竹内　廉 フリー 横田　真一 ELPA

小鯛　竜也 フリー 市原　弘大 フリー 福永　安伸 UMKテレビ宮崎 幡地　隆寛 ディライトワークス

＠東　幸司 アマチュア ＠太田　智喜 アマチュア ＠石川　喜章 アマチュア ＠佐々木　直樹 アマチュア

＠平野　匡史 アマチュア ＠阪野　智久 アマチュア ＠中本　光 アマチュア ＠茂野　進司 アマチュア

中西　直人 国際スポーツ振興協会 Ｒ・ガンジー JOYXGC 上月C Ｓ・ストレンジ アクシネット すし　石垣 悠プロダクション株式会社

池村　寛世 ディライトワークス 池上　憲士郎 フリー Ｊ・デロスサントス JOYXGC 上月C Ｍ・グリフィン アクシネット

＠植竹　大 アマチュア ＠水上　晃男 アマチュア ＠犬塚　大輔 アマチュア ＠松井　篤 アマチュア

＠中村　勝郁 アマチュア ＠渡邊　将人 アマチュア ＠熊谷　隆 アマチュア ＠高橋　宏明 アマチュア

大西　魁斗 フリー 宋　永漢 新韓銀行 Ｍ・ヘンドリー アクシネット 片山　晋呉 イーグルポイントGC

坂本　雄介 jioworks Ａ・キュー TAKA SPORTS 藤田　寛之 葛城ＧＣ 額賀　辰徳 取手国際ＧＣ

＠生山　堅哉 アマチュア ＠辻田　晴也 アマチュア ＠金井　俊輔 アマチュア 清水　大成 フリー

＠高橋　利哉 アマチュア ＠大福　正人 アマチュア ＠醍醐　信次郎 アマチュア ＠塩津晋也 アマチュア

白　佳和 和光金属工業 張　棟圭 フリー Ｓ・ビンセント JOYXGC 上月C 片岡　尚之 フリー

関藤　直熙 エブリイ 比嘉　一貴 フリー 森本　雄 フリー 正岡　竜二 グランデュール

＠高山　知晃 アマチュア ＠神山　和浩 アマチュア ＠増本　有作 アマチュア 浅地　洋佑 フリー

＠植原　大作 アマチュア ＠谷繁　元信 アマチュア ＠鷺　一成 アマチュア 手嶋　多一 ミズノ

和田　章太郎 ディライトワークス Ｔ・ペク キャロウェイゴルフ 近藤　智弘 三甲ゴルフ倶楽部 金子　駆大 フリー

久常　涼 SBSホールディングス 石川　遼 CASIO 杉本　エリック 加賀電子 井上　信 袖ヶ浦ＣＣ

＠神取　佑樹 アマチュア ＠田中　雄三 アマチュア ＠横見　彰彦 アマチュア Ｒ・ジョン フリー

＠髙野　健汰 アマチュア ＠千野　英樹 アマチュア ＠中村　正美 アマチュア 植竹　勇太 セガサミーホールディングス

趙　珉珪 フリー 亀代　順哉 フリー Ｔ・クロンパ SINGHA Ａ・クウェイル キャロウェイゴルフ

杉山　知靖 レイクウッドコーポレーション 内藤　寛太郎 ロピア Ｂ・ケネディ アクシネット 小斉平　優和 太平洋クラブ
＠カーン　スティーブン アマチュア ＠見崎　和也 アマチュア ＠辰井　賢二 アマチュア 佐藤　大平 クリヤマ

＠中村　鎌大 アマチュア ＠石塚　祥成 アマチュア ＠吉田　達功 アマチュア 時松　隆光 筑紫ヶ丘ＧＣ

堀川　未来夢 Wave Energy Ｓ・ノリス JOYXGC 上月C Ａ・ブランド アクシネット 安本　大祐 テラモト

Ｈ・Ｗ・リュー フリー 大槻　智春 真清創設 小池　一平 境川CC 金　成玹 フリー

＠岡野　智弘 アマチュア ＠森塚　実 アマチュア ＠レスネット　ダニエル アマチュア 木下　裕太 フリー

＠藤井　庸史 アマチュア ＠前田　晃希 アマチュア ＠一色　浩 アマチュア 海老根　文博 MYアセット

Ｄ・ペリー JOYX 竹安　俊也 フリー

小田　孔明 フリー 河野　祐輝 NTT西日本アセット・プランニング

＠安藤　隆治 アマチュア ＠渡部　良輔 アマチュア

＠岩国　誠之 アマチュア ＠小川　貴央 アマチュア

2021年5月22日(土)

1 7:35 9 9:03

3rd Round ゴルフパートナーPRO-AMトーナメント
取手国際ゴルフ倶楽部 東コース (6,804Yards/Par70)

24 8:58

2 7:46 10 9:14 17 7:41

3 7:57 11 9:25 18 7:52

4 8:08 12 9:36 19 8:03

5 8:19 13 9:47 20 8:14

6 8:30 14 9:58 21 8:25

16 7:30

27 9:31

28 9:42

25 9:09

26 9:20

8:52 23

8:36

29 9:53

30 10:04

8:47

アマチュアプレーヤー51名・ツアープレーヤー 69 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

7 8:41 15 10:09 22
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Official Site  http://www.jgto.org/


