
no. スタート ｎａｍｅ ｎａｍｅ ｎａｍｅ ｎａｍｅ no. スタート ｎａｍｅ ｎａｍｅ ｎａｍｅ ｎａｍｅ
よしかわ　こうじ あおやま　ごう はやさき　ゆうと とくなが　ひろき かねこ　とくま はらだ　りょう たなべ　りゅういち えじり　たけし

好川　耕司 青山　剛 早嵜　雄登 徳永　弘樹 金子　徳馬 原田　凌 田邊　隆一 江尻　壮
長野京急カントリークラブ ウィズワン 信楽カントリークラブ サンヒルズカントリークラブ センチュリーシガ フリー エパック フリー

えんどう　けんた どい　ひではる ひるた　れお よしくわ　ゆうた まつばら　こうや まえかわ　たいじ かまた　こういち やすだ　かずき

遠藤　健太 土肥　英治 蛭田　玲於 吉桑　佑太 松原　倖也 前川　太治 鎌田　幸市 保田　和貴
サーティ・ファイブ フリー フリー 各務原カントリー倶楽部 ｋａｔｚ　ｇｏｌｆ 大岡ゴルフ倶楽部 フリー フリー

ふくおか　たいが まつむら　ほんじょう あべ　たつのり はらだ　たいが えざき　だいき もりやま　けいた せきとう　なおき さきかわ　まさし

福岡　大河 松村　本盛 阿部　達徳 原田　大雅 江﨑　大樹 森山　桂汰 関藤　直熙 﨑川　将司
CRC白山ヴィレッジゴルフクラブ 株式会社エイメック リオ西山 フリー 越前カントリークラブ オリムピックカントリークラブ エブリイ フリー

みねざわ　ひろし おおさわ　ゆう なかい　けんと しみず　まさゆき すぎやま　あきなり きのした　ひろみ つかざき　けいすけ すぎした　よしふみ

峰澤　碩志 大澤　優 中井　賢人 清水　政志 杉山　明生 木下　大海 墳崎　啓輔 杉下　圭史
フリー フリー 日本ウェルネスゴルフ 創造堂 富士箱根カントリークラブ フリー 江戸崎カントリー倶楽部 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部

ささ　えつひこ ふじた　ゆうき さとう　きよし あらい　きよたか さかもと　しゅうと うちやま　かい ひらい　としみつ やまぐち　りょう

佐々　悦彦 藤田　雄紀 佐藤　潔司 新井　清貴 坂本　柊人 内山　海 平井　俊光 山口　量
近鉄賢島カンツリークラブ 太平洋クラブ成田コース 喜連川カントリー倶楽部 Ｔｅｅ　ｏｆｆ フリー 呉羽カントリークラブ エストリックス 富士カントリー可児クラブ

なかがわ　しげる たかの　あおき おおの　ゆうま せきとう　ゆうじ なかざと　てつや さかい　しょうご やなぎさわ　せいじ うえもり　だいすけ

中川　しげる 高野　碧輝 大野　由真 関藤　侑嗣 中里　鉄也 境　翔吾 柳澤　誠司 上森　大輔
名古屋ヒルズゴルフ倶楽部 フリー 朝霧カントリークラブ フリー 塩原カントリークラブ ㈱ゼンケイ やすらぎ介護 城陽カントリー倶楽部

たかはし　なおや みつい　じゅんいち いいだ　ゆうすけ みうら　はるき みなみ　だいき しもやま　なおき きんばら　じょうや ひでしま　ひろたか

髙橋　直也 三井　純一 飯田　雄介 三浦　春輝 南　大樹 下山　直樹 金原　丈也 秀島　寛臣
日本カントリークラブ フリー フリー フリー 大阪ゴルフクラブ フリー フリー フリー

よこた　こうへい おかじま　こうじ にき　たくま もり　ゆうき たけうち　だい いわもと　かずはる よこかわ　こうすけ

横田　浩平 岡島　功史 仁木　卓磨 森　雄貴 竹内　大 岩本　一陽 横川　康祐
垂水ゴルフ倶楽部 フリー フリー グレイスヒルズカントリー倶楽部 フリー 霞ヶ関カンツリー倶楽部 筑波カントリークラブ

いけうち　けい よしだ　たいき しまの　りおう わかはら　りょうた くしおか　たすく たかだ　まさと こにし　けんた わたなべ　やすし

池内　慧 吉田　泰基 島野　璃央 若原　亮太 久志岡　亮 高田　聖斗 小西　健太 渡邉　康
ソネットフィットネス 東広野ゴルフ倶楽部 ㈱HOG フリー 鷹の巣ゴルフクラブ マキイ産業 フリー スタイル・エッジ

よしむら　あきのり おく　ともまさ たけうち　れん さとう　だいち たけむら　ともや いわた　たいが すずき　りお まつばら　だいすけ

吉村　明恭 奥　智将 竹内　廉 佐藤　太地 竹村　知也 岩田　大河 鈴木　理央 松原　大輔
ジェイゴルフ霞ケ浦 金沢セントラルカントリー倶楽部 フリー フリー ゴルフステージフリオ フリー ㈱JKS フリー

はた　かずひろ みやぎ　あつむ いけむら　こうき たかさき　たつお いまい　けん こうけつ　ゆうた はんだ　たくよし くすだ　との

秦　和弘 宮城　集 池村　晃稀 高崎　龍雄 今井　健 纐纈　悠太 半田　匠佳 楠田　常乃
フリー PROMICS SUPPORTERS ディライトワークス フリー フリー 法仙坊ゴルフ倶楽部 草津カントリークラブ フリー

かしはら　ひろたか さの　けんたろう いさ　せんろく まきの　みつひろ たなか　ゆうた くぼた　ひろや

樫原　大貴 佐野　健太郎 伊佐　専禄 牧野　充宏 田中　悠太 久保田　皓也
ＧＯＬＦＡＳ 飯能ゴルフクラブ フリー 南山カントリークラブ J SYSTEM 六甲国際ゴルフ倶楽部

*成績上位１２名(予定)に北陸オープンゴルフトーナメント２０２２の出場資格を与える。 　　　　　　　　　■北陸オープンゴルフトーナメント事務局　Tel　076-492-7106

　最終位にタイが生じた場合は、18番ホールからのカウントバック方式により本大会の出場者を決定する。 　　　　　　　　　　〒939-8550　富山市新根塚町1-8-14　富山テレビ放送・事業部内

　(出場資格者に本大会への欠場者が出た場合でも資格者は繰り上げない。) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：池田(いけだ)080-2961-1734

＊JGAゴルフ規則と、この競技のローカルルールを適用する。

　「競技の条件」「ローカルルール」「注意事項」をご一読下さい。 　　　　　　　　　■呉羽カントリークラブ(予約)　Tel　076-434-4891

＊荒天により競技が中止・中断になった場合、内規を適用する。 　　　　　　　　　　〒930-0155　富山市三熊19-2

競技委員長　藤本 茂
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6 7:45 6 7:45

3 7:18 3 7:18

4 7:27 4 7:27

1 7:00 1 7:00
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北陸オープンゴルフトーナメント２０２２ ・プロ出場選考会
組み合わせ

２０２２．７．１３（水）　呉羽カントリークラブ・日本海コース

　　NO．１スタート【OUT】 　　NO．10スタート【IN】


