
【　ＯＵＴ　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　【　Ｉ　Ｎ　】 於：飛鳥カンツリー倶楽部
組 時間 氏名 氏名 氏名 氏名 組 時間 氏名 氏名 氏名 氏名

1 8:00 今村　吏桜 東堤　爽太朗 長屋　健 斉本　光平 1 8:00 中野　有佳梨 石口　菜都実 *神社　佐也加 綾部　杏仁加
2 8;08 國見　陽平 松本　聡 熊谷　直之 本澤　良章 2 8;08 西島　由美 上辻　よしえ 丹原　弥来 足立　凜々花
3 8:16 薮田　健介 *中西　永知 松田　夏月輝 増田　昭彦 3 8:16 宮崎　美奈子 新城　涼佳 *永田　加奈恵 溝口　天歌
4 8:24 近藤　壮真 門前　由人 平賀　太 源　桂祐 4 8:24 前田　羚菜 坂下　一咲 湊口　愛友 松井　梨緒
5 8:32 *永守　豪人 喜島　宏勝 *北　礼壱 野添　厚徳 5 8:32 井本　思唯 *鈴木　陽彩 源　愛梨 戸倉　桃果
6 8:40 松岡　翔大郎 岩田　泰彰 *竹下　綜一 中西　伶 6 8:40 坂下　一葉 澤嶋　志奈 滝澤　佑菜 吉岡　奈津季
7 8:48 森田　三平 吉川　健 川﨑　吉継 宮地　保富 7 8:48 *溝口　雛 今西　さくら 土井　稀世 *高島　桜花
8 8:56 和田　孝範 土井　順史 平根　佳亮 藪　凌一 8 8:56 上久保　実咲 藤井　叶佳 松田　菜々榎 滝澤　里菜
9 9:04 川崎　直樹 田中　雅登 森本　寛 佐々木　大 9 9:04 今村　忠司 中井　秀樹 人見　治 隠地　俊樹
10 9:12 花山　雅広 多田　一紀 豊島　由樹也 山邊　一徳 10 9:12 西口　昌治 川野　政弘 北川　富重 向山　昭三
11 9:20 亀田　宗一 森田　高久 仁木　翼 木村　優作 11 9:20 原田　昌紀 原山　大亮 松本　宗弘 東山　力男
12 9:28 古賀　勝典 岩本　光生 前田　延博 12 9:28 徳矢　光行 山口　茂一 松原　豊広

【　ＯＵＴ　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　【　Ｉ　Ｎ　】 於：飛鳥カンツリー倶楽部
組 時間 氏名 氏名 氏名 氏名 組 時間 氏名 氏名 氏名 氏名

1 8:00 今村　忠司 中井　秀樹 人見　治 隠地　俊樹 1 8:00 森田　三平 吉川　健 川﨑　吉継 宮地　保富
2 8;08 西口　昌治 川野　政弘 北川　富重 向山　昭三 2 8;08 和田　孝範 土井　順史 平根　佳亮 藪　凌一
3 8:16 原田　昌紀 原山　大亮 松本　宗弘 東山　力男 3 8:16 川崎　直樹 田中　雅登 森本　寛 佐々木　大
4 8:24 徳矢　光行 山口　茂一 松原　豊広 4 8:24 花山　雅広 多田　一紀 豊島　由樹也 山邊　一徳
5 8:32 中野　有佳梨 石口　菜都実 *神社　佐也加 綾部　杏仁加 5 8:32 亀田　宗一 森田　高久 仁木　翼 木村　優作
6 8:40 西島　由美 上辻　よしえ 丹原　弥来 足立　凜々花 6 8:40 古賀　勝典 岩本　光生 前田　延博
7 8:48 宮崎　美奈子 新城　涼佳 *永田　加奈恵 溝口　天歌 7 8:48 今村　吏桜 東堤　爽太朗 長屋　健 斉本　光平
8 8:56 前田　羚菜 坂下　一咲 湊口　愛友 松井　梨緒 8 8:56 國見　陽平 松本　聡 熊谷　直之 本澤　良章
9 9:04 井本　思唯 *鈴木　陽彩 源　愛梨 戸倉　桃果 9 9:04 薮田　健介 *中西　永知 松田　夏月輝 増田　昭彦
10 9:12 坂下　一葉 澤嶋　志奈 滝澤　佑菜 吉岡　奈津季 10 9:12 近藤　壮真 門前　由人 平賀　太 源　桂祐
11 9:20 *溝口　雛 今西　さくら 土井　稀世 *高島　桜花 11 9:20 *永守　豪人 喜島　宏勝 *北　礼壱 野添　厚徳
12 9:28 上久保　実咲 藤井　叶佳 松田　菜々榎 滝澤　里菜 12 9:28 松岡　翔大郎 岩田　泰彰 *竹下　綜一 中西　伶

①スタート時刻５分前には、必ずティグランド付近に待機してください。 　　　　★“ふるさと選手”の資格で出場する*印の選手は、
②欠席者が出た場合等、上記組合せ及びスタート時刻を変更することがあります。 　　　　　　国体代表選手選考競技のみの参加となります。
③参加を取りやめる場合は、事前に奈良県ゴルフ協会へ届けること。
　尚、競技当日の場合は、飛鳥カンツリー倶楽部(TEL0742-45-0881)へ連絡すること。 　　　　★平成16年4月2日以後に生れた選手（男子のみ）は、奈良県

④本競技のティマーク 　　　　　　アマチュアゴルフ選手権のみの参加となります。

男子：青マーク（6.451Ｙ）
女子：赤マーク（5.645Ｙ）

《　注意事項　》

奈良県アマチュアゴルフ選手権　兼　第77回栃木国体奈良県代表選手選考会

第１日目　　　　2022年4月11日(月）

第2日目　　　　2022年4月12日（火）
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