
＜暫定組み合わせ＞ 2/10現在

・本組み合わせは暫定です。今後のスタート時間調整ご要望受付、および最終繰り上げエントリーにより

　現在の時間から1-3組（最大約20分）程度の変更が生じる可能性がございますのであらかじめご了承ください。

・最終組み合わせは3/4（水）の公開予定です。

＜クラス別表彰式開催予定時刻＞

（当日の進行状況により多少前後する場合があります）

　エキスパート：15:30～16:00　レギュラー80：15:00～15:30　レギュラー90：14:30～15:00

　チャレンジ100：13:30～14:00　シニアA：15:30～16:00　シニアB：14:00～14:30　レディス：14:30～15:00

※入賞された場合、表彰式は必ずご出席をお願いいたします。上記時間を参照のうえ、帰りの交通機関は余裕をもっておとりください。

※エキスパートクラス優勝の方は表彰式終了後、個別インタビューを実施させていただきます。

■スタート時間調整ご希望について

交通機関手配のご都合を考慮し、スタート時間調整のご希望を対応可能な範囲で承ります。ご希望の方は以下フォーム、電話窓口へお申し出ください。

※全てのご希望をお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。

・フォームによるお問い合わせ

https://www.golfdigest.co.jp/hd/hd1.asp

・電話によるお問い合わせ

TEL：03-6632-9545　　受付時間：10：00～18：00 ※土日祝共通

【ご希望受付期限：3/1（日）】
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No. Time No. Time No. Time

梶本 滋久 粕谷 宇一郎 木場田 忠 生田目 仁 伊藤 之誉 岩本 光司 原中 幸一郎 古島 輝明 後藤 優 大島 嘉友

カジモト シゲヒサ カスヤ ウイチロウ キバタ タダシ ナマタメ ジン イトウ ユキシゲ イワモト コウジ ハラナカ コウイチロウ フルシマ テルアキ ゴトウ ユウ オオシマ ヨシトモ

三田寺 浩一 山崎 鋼司 村上 孝 静間 洋文 阿部 哲也 清水 孝一 上辻 浩司 三島 直樹 瀬尾 清志 遠藤 威

ミタデラ コウイチ ヤマザキ コウジ ムラカミ タカシ シズマ ヒロフミ アベ テツヤ シミズ コウイチ ウエツジ ヒロシ ミシマ ナオキ セオ キヨシ エンドウ タケシ

山中 洋一 大月 康司 奥村 秀二 白幡 研一 小島 邦生 楠美 和也 山田 数広 井手 秀明 石田 高司

ヤマナカ ヨウイチ オオツキ コウジ オクムラ シュウジ シラハタ ケンイチ コジマ クニオ クスミ カズヤ ヤマダ カズヒロ イデ ヒデアキ イシダ タカシ

佐藤 晴一 遠藤 佳男 落合 俊文 岡田 尚之 引地 富士夫 高津 弘幸 水元 靖 宮本 博 松岡 章雄 千須和 幸直

サトウ セイイチ エンドウ ヨシオ オチアイ トシフミ オカダ ヒサユキ ヒキチ フジオ タカツ ヒロユキ ミズモト ヤスシ ミヤモト ヒロシ マツオカ アキオ チスワ ユキナオ

坂本 良介 渡辺 司 立松 克章 花井 正樹 宮下 博之 齋藤 信治 中西 正一 加藤 勝彦 工藤 勝美

サカモト リョウスケ ワタナベ ツカサ タテマツ ヨシアキ ハナイ マサキ ミヤシタ ヒロユキ サイトウ ノブハル ナカニシ ショウイチ カトウ カツヒコ クドウ カツミ

大島 浩道 藤田 誠 立石 真也 濱名 高裕 小松 真一 江藤 佳範 木村 浩明 福田 光記 柴山 哲男

オオシマ ヒロミチ フジタ マコト タテイシ シンヤ ハマナ タカヒロ コマツ シンイチ エトウ ヨシノリ キムラ ヒロアキ フクダ ミツノリ シバヤマ テツオ

福岡 誠 小松 誠司 梅田 博之 小池 恒久 小山 盛夫 牛尾 朗 渡邉 淳一 吉武 和樹 澤井 均 根本 隆

フクオカ マコト コマツ セイジ ウメダヒロ ヒロユキ コイケ ツネヒサ コヤマ モリオ ウシオ アキラ ワタナベ ジュンイチ ヨシタケ カズキ サワイ ヒトシ ネモト タカシ

山田 徹 田中 智治 赤藤 修司 木葉 厚 高尾 秀樹 福島 肇 長谷川 佐知子 亀田 いづみ 藤平 智子 佐久間 洋子

ヤマダ トオル タナカ トモハル シャクトウ シュウジ キバ アツシ タカオ ヒデキ フクシマ タダシ ハセガワ サチコ カメダ イヅミ フジヒラ トモコ サクマ ヨウコ

末永 寛文 井上 智昭 宮崎 忠 大志万 英幸 奥村 和也 朝日 賞造 戸澤 清浩 林田 文恵 平島 優子 進藤 紀子 嶋田 佐智子

スエナガ ヒロフミ イノウエ トモアキ ミヤザキ タダシ オオシマ ヒデユキ オクムラ カズヤ アサヒ ショウゾウ トザワ キヨヒロ ハヤシダ フミエ ヒラシマ ユウコ シンドウ ノリコ シマダ サチコ

チャレンジ100

レギュラー80 レギュラー90 チャレンジ100

シニアB

レギュラー80 レギュラー90 シニアB

レギュラー80 レギュラー90 チャレンジ100

レギュラー80 レギュラー90 シニアB

レギュラー80 レギュラー90 シニアB

レギュラー80 レギュラー90 レディス

高千穂→住吉 住吉→日南 日南→高千穂

レギュラー80 レギュラー90 レディス

2 7:25 2 7:25 2 7:25

1 7:18 1 7:18 1 7:18

レギュラー80 レギュラー90

4 7:39 4 7:39 4 7:39

3 7:32 3 7:32 3 7:32

6 7:53 6 7:53 6 7:53

5 7:46 5 7:46 5 7:46

レギュラー80 レギュラー90

8 8:07 8 8:07 8 8:07

7 8:00 7 8:00 7 8:00

10 8:21 10 8:21 10 8:21

9 8:14 9 8:14 9 8:14
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No. Time No. Time No. Time

沼部 健 小椋 和雄 高野 久和 井寄 大吾 後藤 勝也 山口 研一 青山 知広 今村 忠裕 石井 幸子 平藪 容子 宮山 恭子 根津 邦子

ヌマベ ツヨシ オグラ カズオ タカノ ヒサカズ イヨリ ダイゴ ゴトウ カツヤ ヤマグチ ケンイチ アオヤマ トモヒロ イマムラ タダヒロ イシイ サチコ ヒラヤブ ヨウコ ミヤヤマ キョウコ ネツ クニコ

伊藤 大登 山口 健一 神山 伸 大塚 武義 中嶋 一憲 井上 達也 河野 昭久 木屋 富美子 堀田 貴栄 原田 雅子 長谷川 敦子

イトウ ヒロト ヤマグチ ケンイチ カミヤマ シン オオツカ タケヨシ ナカジマ カズノリ イノウエ タツヤ カワノ アキヒサ キヤ フミコ ホッタ タカエ ハラダ マサコ ハセガワ アツコ

増田 航 角井 明敏 富田 実 武藤 康利 浅井 孝純 小池 豊 関塚 雅也 木下 祐子 小山 美景 田嶋 優子

マスダ ワタル カクイ アキトシ トミタ ミノル ムトウ ヤストシ アサイ タカスミ コイケ ユタカ セキツカ マサヤ キノシタ ユウコ オヤマ ミカゲ タジマ ユウコ

井上 陽二 加藤 政俊 近藤 義一 鈴木 理功 大熊 章夫 浅田 充宏 松井 幸雄

イノウエ ヨウジ カトウ マサトシ コンドウ ヨシカズ スズキ マサヒト オオクマ アキオ アサダ ミツヒロ マツイ ユキオ

小野 広道 大福 隆介 石井 純 原 貞雄 渡邉 欣一郎 内藤 宣人

オノ ヒロミチ ダイフク リュウスケ イシイ ジュン ハラ サダオ ワタナベ キンイチロウ ナイトウ ノブヒト

高瀬 晋 今井 圭介 内山 祥也 佛本 達信 杉本 十万明 井上 晴雅 伊藤 哲彦

タカセ ススム イマイ ケイスケ ウチヤマ ヨシナリ ブツモト タツノブ スギモト トマアキ イノウエ ハルマサ イトウ テツヒコ

加納 秀益 伊藤 暢章 仲田 雅信 江村 博次

カノウ ヒデキ イトウ ノブアキ ナカタ マサノブ エムラ ヒロジ

渡 龍一 天良 大地 坪内 志郎 塩津 匡昭

ワタル リュウイチ テンラ ダイチ ツボウチ シロウ シオツ マサアキ

中嶋 智重 小川 祥吾 渡邉 真

ナカシマ トモシゲ オガワ ショウゴ ワタナベ マコト

住吉→日南 日南→高千穂
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エキスパート

エキスパート

レギュラー80 シニアA

レギュラー80 シニアA

エキスパート シニアA

レギュラー80 レギュラー90 レディス

レギュラー80 レギュラー90 レディス

レギュラー80 レギュラー90 レディス

高千穂→住吉

12 8:35 12 8:35 12 8:35

11 8:28 11 8:28 11 8:28

14 8:49 14 8:49 14 8:49

13 8:42 13 8:42 13 8:42

16 9:03 16 9:03 16 9:03

15 8:56 15 8:56 15 8:56

9:17 18 9:17

17 9:10 17 9:10 17 9:10

エキスパート

調整枠 調整枠

20 9:31 20 9:31 20 9:31

19 9:24 19 9:24 19 9:24

18 9:17 18
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