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組 時刻 氏名（緑） 氏名（黄） 氏名（ピンク） 氏名（赤） 組 時刻 氏名（緑） 氏名（黄） 氏名（ピンク） 氏名（赤）

野上貴夫 宮内孝輔 ＠山田龍之介 ＠東野秀馬 立花亮 河合庄司 三田真弘 ＠松迫卓也
ホームテック フリー 南武庫之荘中学校 興国高等学校 広島CC フリー フリー 西神戸G

平本穏 蛭田玲於 ＠北村晴男 ＠池田悠希 境原茉紀 荒木一貴 ＠山口良介 ＠濵田拓也
悠プロダクション フリー 東京クラシックC 大阪学院大学 グリーンバーズGC 鬼ノ城GC フリー 東条湖CC

兼本貴司 和田章太郎 ＠生山堅哉 ＠小池良太郎 島野璃央 新里倫啓 ＠藤田安浩 ＠渕暢之
グリーンバーズGC フリー ＪＯＹＸＧＣ上月 障害者ゴルフ選手会 ＨＯＧ 賀茂CC フリー ＪＯＹＸGC上月

広田悟 高橋竜彦 ＠藪恵壹 ＠横手 優介 池見和輝 徳永圭太 ＠岸本達典 ＠中澤大樹
トーシンホールディングス ジャパンクリエイト フリー JOYXGC上月 フリー フリー ＪＯＹＸGC上月 大阪学院大学

伊澤利光 佐藤大平 ＠髙本大士 ＠山﨑幸二 井上敬太 重友稜央 ＠向井七海 ＠白野柚稀
フリー クリヤマホールディングス 北六甲CC レオグラードGC ザ・サイプレスGC 悠プロダクション フリー 興国高等学校

永野竜太郎 増田伸洋 ＠奥松良太 ＠坂本徹 伊藤誠道 三島大輝 増田康輔 ＠大西晃盟
フリー フリー ＪＯＹＸＧＣ上月 六甲CC 沼津GC あんしん保証 平川CC 兵庫教育大学附属中学校

平塚哲二 井上信 ＠桧山進次郎 ＠原田久 菅野裕健 河合良仁 R・テイト ＠和田真
フリー 袖ヶ浦ＣＣ フリー ＪＯＹＸＧＣ上月 フリー フリー フリー 八重桜CC

久保谷健一 貞方章男 ＠梶谷光弘 ＠新井将文 富永暁登 安森一貴 若生将志 ＠辻田晴也
フリー アイダ設計 高室池GC オリムピックGC フリー オータニ広尾CC フリー 泉佐野CC

宮里優作 北村晃一 ＠秋山直大 ＠田浦玄尋 砂川公佑 川崎慧士 増田将光 ＠土肥宣夫
フリー ダック技建 三田レイクサイドCC 甲南中学 オークラ輸送機 ＪＯＹＸＧＣ上月 双伸ゴルフセンター 小野グランドCC

池村寛世 坂本雄介 ＠松山健士郎 ＠福井保憲 遠藤健太 林周平 ＠畠山真一 ＠吉野章
ディライトワークス ロペライオ ＪＯＹＸGC上月 ＪＯＹＸGC上月 サーティファイブ ネクストステージプロデュース 信楽CC 白鷺GC

小鯛竜也 宮里聖志 ＠前島博之 ＠佐藤領馬 西原健太 百目鬼光紀 ＠小松原弘行 ＠前川瑞輝
フリー フリー フリー フリー 伊勢CC フリー 岡山御津CC 播磨CC

幡地隆寛 亀代順哉 ＠松本凌 ＠山本賢一 池田拓己 野澤竜次 ＠山本智 ＠林英樹
ディライトワークス フリー フリー サンロイヤルGC ドリームシード 石岡GC 三日月CC ＪＯＹＸＧＣ上月

市原弘大 竹谷佳孝 ＠藤原大 ＠藤村一輝 高尾淳仁 久保田皓也 ＠高井公輔 ＠宮本憲一
フリー エー・エム・エス フリー 太平洋C六甲C チェリーヒルズGC 六甲国際GC オリムピックGC 山の原ＧＣ

中西直人 小斉平優和 ＠大門篤史 ＠丸山浩司 棚町駿 久志岡亮 ＠清水英紀 ＠間庭一樹
国際スポーツ振興協会 太平洋C よみうりCC 高室池GC フリー 鷹の巣GC ＪＯＹＸＧＣ上月 関西GC

阿久津未来也 片岡大育 ＠川口英明 ＠高本龍太朗 黒川航輝 渋谷晃太郎 ＠高岡啓介 ＠久常優樹
フリー Kochi黒潮CC ジャパンクラシックＣＣ 新市クラシックGC フリー フリー 北六甲CC 津山東中学校

久常涼 Ｈ・リー ＠吉田一己 ＠平野匡史 楠田常乃 皆本祐介 ＠岩崎善徳 ＠大嶋港
SBSホールディングス 中京陸運 ＪＯＹＸＧＣ上月 京都GC フリー フリー 山の原GC 関西高等学校

武藤俊憲 秋吉翔太 ＠髙野健汰 ＠横田健一 中川勝弥 堀之内豊 ＠澁谷規明 ＠松岡翔大郎
フリー ホームテック 阪奈CC パインレークGC ABCGC フリー フリー 甲南大学

藤本佳則 尾崎慶輔 ＠加藤金次郎 ＠伊澤丈一郎 小田孔明 日髙裕貴 ＠鎌田晋輔 ＠樫本晋作
国際スポーツ振興協会 平川CC 長根小学校 大手前大学 フリー フリー 青山GC 小野GC

都合により本スタート時刻および組合せ表を変更する場合があります。 @印はアマチュア

【選手変更】 ①第5組 @山崎幸二選手 → 川澄尚太選手に変更。　②第34組 ＠大嶋港選手 → 倉敷優磨選手に変更。
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MAIN STAGE JOYX OPEN 2022

スタート時刻および組合せ表　　2022年7月10日（日）

【No.１ Tee（OUT）】 【No.１０ Tee（IN）】
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