
2022/6/26　　
令和４年度 埼玉県ゴルフ選手権（兼）国体代表候補選考会 開催日：

開催地：

OUTスタート組　 INスタート組　 電 　話：

組 時刻 氏　名 所属 組 時刻 氏　名 所属 組 時刻 氏　名 所属 組 時刻 氏　名 所属

1 7:39 高橋　知花 さいたま市 8 8:28 神田　陽介 越谷市 1 7:39 鈴関　純樹 鳩山町 7 8:21 金井　篤司 所沢市

池上　愛菜 上尾市 上妻　勝太 毛呂山町 丸山　仁克 深谷市 磯田　淳一 所沢市

黒田　　昊 三郷市 田中　　実 羽生市 吉本　壽宏 蕨市 大橋　武広 越生町

佛本　達信 所沢市 秋本　俊行 桶川市 松澤　　寛 鶴ヶ島市

2 7:46 金井沙也加 川越市 9 8:35 前田　和彦 朝霞市 2 7:46 岡田　貴弘 川越市 8 8:28 斉藤　友直 東松山市

小林　彩音 小川町 荒居　浩一 富士見市 工藤　　博 ふじみ野市 寺辻　真生 北本市

宮本美帆子 東松山市 栗本　智充 美里町 佐藤　元重 川越市 中村　環希 春日部市

相場　彩那　 戸田市 中原　　英 さいたま市 粕谷　　晃 所沢市 鈴木　　悟 蓮田市

3 7:53 室原好乃実 さいたま市 10 8:42 佐久間怜央 川越市 3 7:53 宮田　　玲 さいたま市 9 8:35 田中　俊行 朝霞市

西本　美優 さいたま市 髙橋　　聡 さいたま市 船橋　数晃 ときがわ町 浜中　翔梧 越谷市

間中りょう 幸手市 滝澤　怜央 入間市 古屋　晶平 熊谷市 齋藤　　裕 さいたま市

板倉　　凪 富士見市 田髙　和之 熊谷市 松本　直人 ふじみ野市 鈴木勝奈織 新座市

4 8:00 南部　心優 ふじみ野市 11 8:49 青野　浩明 桶川市 4 8:00 鈴木　雅則 さいたま市 10 8:42 石森健太郎 さいたま市

山之口　空 さいたま市 長谷川和瑞大 さいたま市 吉野　文規 北本市 関　　夕介 さいたま市

中野　桜羽 坂戸市 篠崎　勇真 日高市 西原　　明 朝霞市 中川　　悠 熊谷市

加島　雪菜 川越市 湯沢　友哉 さいたま市 中垣正太郎 深谷市 小勝慎太郎 川口市

5 8:07 奥村　康徳 八潮市 12 8:56 塚越　光玖 小川町 5 8:07 岩下　正裕 飯能市 11 8:49 関澤　　誠 川越市

熊谷　地陽 本庄市 戸村　空汰 川越市 仁部　武士 さいたま市 栗原　遥大 鶴ヶ島市

早坂　宏幸 草加市 神田　昌行 川越市 水谷　奏仁 さいたま市 全　　允浩　 さいたま市

大滝　秀紀 蓮田市 川上　雅利 新座市 河原　勇渚 日高市 枝松　和健 朝霞市

6 8:14 島田　　悟 三芳町 13 9:03 栗原　悠宇 鶴ヶ島市 6 8:14 木村健太郎 東松山市 12 8:56 白金　満明 伊奈町

高崎　友輔 さいたま市 川村　直也 川口市 中山　和昭 草加市 岩井　光太 川島町

川口　智宏 川越市 志村　由羅 川越市 劔　　瑠偉 滑川町 渡辺　大輔 さいたま市

髙橋　亮央 新座市 坂口　海斗 さいたま市 金井　栄二 川越市 鈴木　輝久 上里町

7 8:21 須田　航平 さいたま市

林田　遼汰 熊谷市

松本　順一 ふじみ野市

赤藤　修司 川越市

○ クラブハウス開場   6時 30分 ※ 欠席者等があった場合、組み合わせを変更することがあります
○ フロント受付開始 6時 30分 ※ スタート時刻の１０分前には、必ずティーインググランドの周辺に待機すること。
○ 事務局 受付開始 6時 30分 ※ 高校生は、学生証を提示して下さい
○ 食堂・練習場 6時 40分 ※ 携帯電話のクラブハウス及びコース内での使用を厳禁とする。

○ 競技委員会開始 6時 40分 ※ 指定練習日はホームページに記載済み各自直接コースに申込み下さい。

競技委員長

（成績表はHPにてご確認ください） 埼玉県ゴルフ協会
 

2022年 7月 4日 (月) 
飯能ゴルフクラブ

042（972）3680


