
　平成２７年４月３日

（アウト）

　  

1 ７ ００  吉見　博 関西ブロック  石崎 友洋 関西ブロック  岩垣 貴栄 関西ブロック  小暮 匡央     関東ブロック

 　  

2 ７ ０８  前田 翔伍 関西ブロック  亀田 弘一 関西ブロック  坂尾 和之 関西ブロック  飯田 真規     関東ブロック

　  

3 ７ １６  平野 俊和 関西ブロック  田渕 信行 関西ブロック  酒井 尉公 関西ブロック  中村　拓     関東ブロック

　  

4 ７ ２４  永井 秀幸 関西ブロック  木戸 道公 関西ブロック  藤野 智大 関西ブロック  金子 達朗     関東ブロック

   　  

5 ７ ３２  宮﨑　徹 関西ブロック  西尾 全司 関西ブロック  池田 嘉一 関西ブロック  雨宮 一輝     関東ブロック

 　  

6 ７ ４０  増田 大悟 関西ブロック  内田 利晃 関西ブロック 百海　統 関西ブロック  前橋  秀志     関東ブロック

 　  

7 ７ ４８  米地 孝 関西ブロック  仲泊　 功 関西ブロック  服部 誠治 関西ブロック  桜井 政彦     関東ブロック

　  

8 ７ ５６  小嶋 彰洋 関西ブロック  中妻 駿介 関西ブロック  村上 恭平 関西ブロック  内海 道生     関東ブロック

 　 　  

9 ８ ０４  有田 幹夫 関西ブロック  堂北　 隆 関西ブロック  熊田 浩樹 関西ブロック  田野　弘幸     関東ブロック

10 ８ １２  藤平　崇 関西ブロック  中山 達徳 関西ブロック  辻本 祐次 関西ブロック  田村 朋章 関西ブロック

11 ８ ２０  杉浦 悠介 関西ブロック  山田 真也 関西ブロック  大西 辰奈 関西ブロック  原田 陽平 関西ブロック

  

12 ８ ２８  守屋 克彦 関西ブロック  萬代 寛之 関西ブロック  本田 大記 関西ブロック  新井 哲生 関西ブロック

13 ８ ３６  根津 吉寛 関西ブロック  三好　輝 関西ブロック  四方 峰之 関西ブロック  小谷 高史 関西ブロック

14 ８ ４４  石田 寛樹 関西ブロック  大村 謙夫 関西ブロック 倉元　剛志 関西ブロック  河合　剛 関西ブロック

15 ８ ５２  山崎 良哉 関西ブロック  棚倉　強 関西ブロック  伊東　諭史 関西ブロック  中原 元昭 関西ブロック

16 ９ ００  横山 大輔 関西ブロック  高橋 良昌 関西ブロック  丸岡 靖大 関西ブロック  今西 俊介 関西ブロック

    
 

 
 

 
 

  

   

  　 　

　（公社）全日本ゴルフ練習場連盟

時刻

          場　　　所　：　オリムピックゴルフ倶楽部

氏名氏名 練習場名 氏名ＮＯ
スタート

第５９回全日本ゴルフ練習場連盟研修会員選抜大会組合せ表

     開催月日　：　平成２７年４月１７日(金）

氏名 練習場名 練習場名練習場名



　平成２７年４月３日

（イン） 　

　  

1 ７ ００  森山 直輝 関西ブロック  中西 瑞生 関西ブロック  多田 哲雄 関西ブロック  蔦　　宣彦   中四国ブロック

　  

2 ７ ０８  谷口 尚哉 関西ブロック  藤原 篤史 関西ブロック  上坂 康弘 関西ブロック  久保田 幸治   中四国ブロック

　  

3 ７ １６  田渕 英行 関西ブロック  梶原 崇弘 関西ブロック  佐々木 貴光 関西ブロック  西山 丈司   中四国ブロック

  　  

4 ７ ２４  長谷川 良次 関西ブロック  山田 起広 関西ブロック  河井 良二 関西ブロック  三好 正己   中四国ブロック

　  

5 ７ ３２  濱田 泰成 関西ブロック  上野 聖志 関西ブロック  山本 浩範 関西ブロック  稲田 達二   中四国ブロック

　  

6 ７ ４０  山岡 圭輔 関西ブロック  岡本 光康 関西ブロック 稲本　侑 関西ブロック  村上 博亮   中四国ブロック

　  

7 ７ ４８  川村 喬史 関西ブロック  田中 佑宜 関西ブロック  寺本 雅一 関西ブロック  武田 進吾   中四国ブロック

　

8 ７ ５６   辻　 和也 関西ブロック  吉田 幸平 関西ブロック  中山　平 関西ブロック  戸谷　剛    中部ブロック

　  

9 ８ ０４  岩本　隆 関西ブロック 川端　一生 関西ブロック  鈴木 保弘 関西ブロック 菊池　孝行  ゴルフレーヴ

 アルバゴルフ　

10 ８ １２  加藤 二朗 関西ブロック  阪本  勇吾 関西ブロック  山本 善朗 関西ブロック  佐々木 守章 スマウラ

タイヨウゴルフ・

11 ８ ２０  松宮 聖治 関西ブロック  中谷 友昭 関西ブロック  清野 一也 関西ブロック  石原 立也 イン・ヤシロ

12 ８ ２８  大菊 信義 関西ブロック  大迫 瑞生 関西ブロック  新熊 直樹 関西ブロック  中埜 雅夫 フリー

 江坂ゴルフ

13 ８ ３６  岡村 裕司 関西ブロック  原田 正孝 関西ブロック  本多 亮介 関西ブロック  深江 秀典 センター

  ＴＭＧＢ

14 ８ ４４  岡元 憲男 関西ブロック  佐田 幸司 関西ブロック 古川　智寛 関西ブロック  山田　潤  ゴルフアカデミー

15 ８ ５２  後藤 敏夫 関西ブロック  三田 久雄 関西ブロック 川口　雅晴 関西ブロック 倉敷　優磨 フリー

   

 

  

練習場名氏名ＮＯ 練習場名 氏名

     開催月日　：　平成２７年４月１７日(金）

第５９回全日本ゴルフ練習場連盟研修会員選抜大会組合せ表

　（公社）全日本ゴルフ練習場連盟

氏名
時刻

スタート
氏名

          場　　　所　：　オリムピックゴルフ倶楽部

練習場名練習場名


