
№ TIME フリガナ 所属 備考 № TIME フリガナ 所属 備考 № TIME フリガナ 所属 備考 № TIME フリガナ 所属 備考

☆ 新里　倫啓 シンザト　リンケイ 賀茂カントリークラブ 主催者推薦 ☆ 前粟蔵　俊太 マエアワクラ　シュンタ フリー 主催者推薦 ☆ 具志　武治 グシ　タケジ 沖広グループ 主催者推薦 大田和　桂介 オオタワ　ケイスケ 麻倉ゴルフ倶楽部 予選会(沖縄②･プロ)

中井　学 ナカイ　ガク フリー 主催者推薦 倉本　昌弘 クラモト　マサヒロ フリー 主催者推薦(シニア) 川上　優大 カワカミ　ユウタ ゴルフブラザーズ 予選会(関東･プロ) 新木　豊 アラキ　ユタカ フリー 予選会(関西･プロ)

☆ ＠ 新垣　くらら アラカキ　クララ 久志中学校 主催者推薦 ☆ ＠ 呉屋　守孝 ゴヤ　モリタカ かねひでHD 主催者推薦 ＠ 谷本　伊知郎 タニモト　イチロウ 予選会(沖縄②･アマ) ☆ ＠ 仲嶺　裕樹 ナカミネ　ヒロキ オーシャンキャッスルCC 予選会(沖縄①･アマ)

＠ 多田　誠二 タダ　セイジ ゴールデンバレー 予選会(関西･アマ) ＠ 野添　厚徳 ノゾエ　アツノリ 奈良若草CC 予選会(関西･アマ) ☆ ＠ 前里　奈々 マエザト ナナ 興南高校 予選会(沖縄①･ジュニア)

☆ 古波津　柊 コハツ　シュウ フリー 予選会(沖縄①･プロ) ☆ 照屋　佑唯智 テルヤ　ユウイチ フリー 主催者推薦 ☆ 大宜見　賢人 オオギミ　ケント 中田会館 主催者推薦 内藤　慶 ナイトウ　ケイ フリー 予選会(沖縄②･プロ)

樋口　健太郎 ヒグチ　ケンタロウ フリー 主催者推薦 菅原　大地 スガワラ　ダイチ プルーフコーポレーション 主催者推薦 鈴木　豪 スズキ　ゴウ ティンバラム株式会社 主催者推薦 倉敷　優磨 クラシキ　ユウマ 姫路青山ゴルフ練習場 予選会(関西･プロ)

＠ 近藤　歳宗 コンドウ　トシムネ ローモンド 予選会(沖縄②･アマ) ＠ 山本　龍之介 ヤマモト　リュウノスケ カヌチャ 予選会(沖縄②･ジュニア) ＠ 中野　由隆 ナカノ　ヨシタカ 東条の森カントリークラブ 予選会(関東･アマ) ☆ ＠ 神谷　将太 カミヤ　ショウタ (有)沖信塗装工業 予選会(沖縄①･アマ)

＠ 池田　陽翔 イケダ ハルト 千葉学芸高等学校 予選会(関東･ジュニア) ☆ ＠ 与儀　聖夏 ヨギ　セイカ 沖縄あそぼーさ 主催者推薦 ☆ ＠ 屋冨祖　次夫 主催者推薦 ☆ ＠ 平仲　朱那 ヒラナカ　アヤナ 沖縄カトリック中学校 予選会(沖縄②･ジュニア)

☆ 大城　康孝 オオシロ　ヤスタカ くまもと中央カントリークラブ 2022沖縄OP2位タイ ☆ 伊波　雄大 イハ　ユウダイ フリー 予選会(沖縄①･プロ)

藤島　晴雄 フジシマ　ハルオ 進電グループ 主催者推薦 ☆ 玉城　海伍 タマキ　カイゴ クリード沖縄 2022沖縄OP2位タイ ＠ 中村　哲也 ナカムラ　テツヤ 高松グランドカントリー 予選会(沖縄②･アマ) ☆ 鈴木　優大 スズキ　ユウダイ フリー 予選会(沖縄①･プロ)

☆ ＠ 新垣　司 アラカキ　ツカサ 琉球ゴルフ倶楽部 主催者推薦 岡村　了 オカムラ　リョウ 平川カントリークラブ 2022沖縄OP優勝 ＠ 中越　龍希 ナカゴシ　リュウキ フリー 主催者推薦 ＠ 山本　栄作 ヤマモト　エイサク セブンスリーゴルフくらぶ 予選会(沖縄②･アマ)

＠ 大谷　利仁 オオタニ　トシマサ 姉ヶ崎CC 予選会(関東･アマ) ☆ ＠ 仲村　達也 ナカムラ　タツヤ かねひで喜瀬カントリークラブ 主催者推薦 ☆ ＠ 伊佐　美音 イサ　ミオ 興南高校 予選会(沖縄①･ジュニア)

☆ 狩俣　昇平 カリマタ　ショウヘイ 日章技研 2022沖縄OP2位タイ ＠ 勝俣　翔 カツマタ ショウ 法政大学 主催者推薦 高野　碧輝 タカノ　アオキ フリー 予選会(沖縄②･プロ)

井上　信 イノウエ　マコト 袖ヶ浦カンツリー 主催者推薦 ☆ 富村　真治 トミムラ　シンジ ザイマックス 主催者推薦 稲津　暢 イナツ　トオル フリー 主催者推薦 横川　康祐 ヨコカワ　コウスケ 筑波カントリークラブ 予選会(沖縄②･プロ)

☆ ＠ 吉山　朋幸 ヨシヤマ　トモユキ PGMゴルフリゾート沖縄 主催者推薦 ＊ 原田　香里 ハラダ　カオリ フリー 主催者推薦(JLPGAレジェンズ) ＠ 瀬戸　晴加 セト　ハルカ プルーフコーポレーション 主催者推薦 藤井　想大 フジイ　ソウタ フリー 予選会(関西･プロ)

＠ 中野　識司 ナカノ　サトシ 代々木高等学校 予選会(関西･ジュニア) ☆ ＠ 國吉　真史 クニヨシ　マサフミ かねひで喜瀬カントリークラブ 主催者推薦 ☆ ＠ 伊是名　興治 イゼナ　コウジ パームヒルズ 予選会(沖縄①･アマ)

金子　将也 カネコ　マサヤ 予選会(沖縄②･プロ) ☆ ＠ 安喜　正満 アキ　マサミツ PGMゴルフリゾート沖縄 予選会(関西･アマ) ☆ 當山　秀人 トウヤマ　ヒデト ティーダゴルフ 予選会(沖縄①･プロ) ☆ ＠ 長堂　佑思 ナガドウ ユウシ ベルビーチ 予選会(沖縄②･ジュニア)

尾崎　翔太 オザキ　ショウタ フリー 主催者推薦 ☆ 比嘉　拓也 ヒガ　タクヤ TOSHIN 主催者推薦 中島　徹 ナカジマ　トオル 信濃ゴルフ倶楽部 主催者推薦 石毛　一輝 イシゲ　カズキ 日本ウェルネススポーツ大学 予選会(関東･プロ)

☆ ＠ Mills　Craig ミルズ　クレッグ DECA 主催者推薦 ＊ 鬼澤　信子 キザワ　ノブコ フリー 主催者推薦(JLPGAレジェンズ) ☆ ＠ 米須　清幸 コメス　キヨユキ カヌチャ 主催者推薦 ☆ ＠ 上門　貞夫 ウエジョウ　サダオ 琉球ゴルフ俱楽部 予選会(沖縄①･アマ)

☆ ＠ 原田　明久 ハラダ　アキヒサ フリー 予選会(沖縄①･アマ) ＠ 小林　竜馬 コバヤシ　リョウマ フリー 予選会(関西･アマ) ＠ 眞部　幸一郎 マナベ　コウイチロウ 高松グランドカントリークラブ 予選会(沖縄②･アマ) ＠ 石井　啓太 イシイ　ケイタ フリー 予選会(沖縄②･アマ)

☆ 宮里　聖志 ミヤザト　キヨシ フリー 主催者推薦 ☆ 与那覇　未来 ヨナハ　ミキ フリー 主催者推薦 遠藤　健太 エンドウ　ケンタ サーティファイブ 予選会(沖縄②･プロ) 船津　良介 フナツ　リョウスケ フリー 予選会(関西･プロ)

藤島　豊和 フジシマ　トヨカズ 山留商店 主催者推薦 Godfrey　Grant ゴッドフリイ　グラント フリー 予選会(関東･プロ) 鈴木　滉世 スズキ　コウセイ 豊田カントリークラブ 主催者推薦 熊谷　宇晴 クマガイ　タカハル ウェルネススポーツ大学 予選会(関東･プロ)

☆ ＠ 具志　僚士 グシ　リョウト 豚とん亭 主催者推薦 ☆ ＠ 松田　悠来 マツダ　ハルキ フリー 予選会(沖縄①･アマ) ☆ ＠ 仲村　春之介 ナカムラ　シュンノスケ レーントゥセントラル 予選会(沖縄①･アマ) ＠ 児島　達之 コジマ　タツユキ 春日井カントリー 予選会(沖縄②･アマ)

＠ 石口　寛樹 イシグチ　ヒロキ 大正中学校 予選会(関西･ジュニア) ☆ ＠ 樋口　大弥 ヒグチ ダイヤ 予選会(沖縄②･ジュニア) ☆ ＠ 花城　来香 ハナシロ　ココ 那覇西高校 予選会(沖縄①･ジュニア)

☆ Baesler　Colin バスラー　コリン Banyan Tree Golf Course 主催者推薦 ☆ KINDER　LON キンダー　ロン KLIPPER GOLF COURSE 主催者推薦 ☆ 長嶺　勝斗 ナガミネ　カツト エナジック瀬嵩カントリークラブ 予選会(沖縄①･プロ) 原田　大介 ハラダ　ダイスケ スタートアップスポーツ協会 予選会(関西･プロ)

塚田　好宣 ツカダ　ヨシノブ フリー 主催者推薦(シニア) 金田　直之 カネダ　ナオユキ 美里ゴルフ 主催者推薦 川上　猛鳴 カワカミ　タケル ゴルフブラザーズ 予選会(関東･プロ) 坂本　柊人 サカモト　シュウト フリー 予選会(関東･プロ)

☆ ＠ 夫　勝載 プ　スンジェ フリー 予選会(沖縄①･ジュニア) ＠ 畔上　悠介 アゼガミ　ユウスケ プルーフコーポレーション 予選会(関東･アマ) ☆ ＠ 横山　浩康 ヨコヤマ ヒロヤス ローモンド 予選会(沖縄②･アマ) ☆ ＠ 大島　優久也 オオシマ　ユクヤ カヌチャゴルフコース 予選会(沖縄②･アマ)

＠ 西川　勇太 ニシカワ　ユウタ フリー 予選会(関東･アマ) ☆ ＠ 新垣　快加 アラカキ　ヨシカ カヌチャゴルフ 予選会(沖縄①･ジュニア) ☆ ＠ 照喜名　朝昇 テルキナ　アサヒ 興南高校 予選会(沖縄②･ジュニア)

☆ 山城　奈々 ヤマシロ　ナナ (株)イチケン 主催者推薦 松本　正樹 マツモト　マサキ フリー 予選会(沖縄②･プロ)

篠﨑　勇真 シノザキ　ユウマ フリー 主催者推薦 楠田　常乃 クスダ　トノ フリー 予選会(関西･プロ)

☆ ＠ 住川　孔一 スミカワ　コウイチ PGM沖縄 主催者推薦 ☆ ＠ 伊禮　海夏太 イレイ　カナタ ホーム人財セキュリティ 予選会(沖縄①･アマ)

＠ 伊東　流星 イトウ　リュセイ 駒澤大学 予選会(関東･アマ) ☆ ＠ 浦崎　涼 ウラサキ リョウ コザ高校 予選会(沖縄②･ジュニア)

№1 TEE  START（うみかじ） №10 TEE  START（やんばる）

～沖縄の魅力を世界に～

THE OKINAWA OPEN 2023　supported by NO MARK Inc.

2023年3月14日（火） かねひで喜瀬カントリークラブ PAR：72 ( 36, 36 )

NAME NAME NAME NAME

1 10:40 9 11:34 16 10:40 24 11:34

2 10:46 10 11:40 17 10:46 25 11:40

スターターズタイム

11 11:52 26 11:52

3 10:52

スターターズタイム

18 10:52

27 11:58

5 11:04 20 11:04

13 12:04 28 12:04

4 10:58 19 10:58

12 11:58

スターターズタイム スターターズタイム

6 11:16 14 12:10 21 11:16 29 12:10

7 11:22 15 12:16 22 11:22 30 12:16

8 11:28 23 11:28

☆：県内選手　　　＠：アマチュア　　　＊：女子レジェンズ

リボン：上から青色、黄色、赤色、緑色

組み合わせは変更になる可能性がございます。

沖縄オープン実行委員会


