
１組 +10 吉井兼一@ ゴルフバーン １組 -1 糸永達司 ジャパンPGAGC
-1 栗原一浩 フリー -1 豊田陽祐 東京GC

8:00 -1 田代勉 サンヒルズCC 8:00 -1 牧智也  　　　　　　　　　　　※１ アクシスゴルフ
-1 三浦真由(女子) きみさらずゴルフリンクス +10 関谷幸三@(シニア) 成田ヒルズCC

２組 -1 本木利明 オリムピック足利C ２組 +10 田嵜真人@ 栃ノ木CC
-1 三木龍馬　　　　　　　　　　　※２ 武蔵カントリー倶楽部 0 山﨑帆久登 –

8:07 -1 檜山英一郎 レイク相模cc 8:07 0 頓所卓 千葉CC梅郷C
+9 阿部豊@(シニア) – 0 山崎慎一(シニア) –

３組 +8 鎌田真彰@ – ３組 +11 小山伸明@ RIZAP GOLF
-1 秋元幸広 フリー 0 小林準 富嶽カントリー

8:14 -2 永松宏之 ジャパンPGAGC 8:14 0 難波政太郎 SHADOW POWER
-2 山王規行 ヴィンテージＧＣ 0 水崎奎太 –

４組 +7 深山克己@ 千葉国際CC ４組 0 原朋希 ゴルフプラザイセサキ
-2 奥富基喜 カゴハラゴルフ 0 谷口嵩聡 鴻巣ジャンボ

8:21 -2 南崎次郎 きみさらずゴルフリンクス 8:21 0 松岡利樹 –
-2 古屋佑佳(女子) 太平洋C美野里C +11 ミレイナ オハラ パング@(女子) –

５組 -2 小川厚 サンヒルズCC ５組 +12 久我拓也@ –
-2 阿部大輔 株式会社エレナ 0 尾野仁啓 厚木国際CC

8:28 +7 藁谷和一@(シニア) – 8:28 0 持田泰誠 レイクウッド総成CC
-2 加藤賢一郎(シニア) – +1 山本太郎 ライザップゴルフ

６組 +6 田中友也@ 富岡倶楽部 ６組 +1 亀井優貴 フリー
-3 加藤俊英 羽川エンタープライズ +1 大谷昴 栃ノ木CC

8:35 -3 新長隆弘 フリー 8:35 +1 池田貞満 –
-3 増田将光 千葉CC梅郷C +12 大澤亨@(シニア) –

７組 +5 長野智之@ 境ジャンボゴルフ練習場 ７組 +1 井野祐輔 真名CC
-3 岡田壮広 伊香保国際CC +1 菅野晃司 浅見GC

8:42 -3 西村匡史　　　　　　　　　※１ 8:42 +1 金澤次男(シニア) フリー
-3 高橋慧 – +13 小川彰宏@(シニア) ゴルフ工房HIRO

８組 -3 矢島篤 太田双葉CC ８組 +1 阿部真俊 フリー
-4 荒井雅彦 サザンヤードCC +1 長谷川竜一 白水GC

8:49 -4 浅田史樹 (株)ウッズ 8:49 +19 菅田貴司@(シニア)　　　　　※１ 株式会社ステアス
+3 長山寿也@(シニア) 千葉国際CC +18 菱沼光一@(シニア) –

９組 -4 神永隆浩 アイプロホールディングス ９組 +14 立花吉隆@ サンヒルズCC
-4 片山優 フリー +1 柳澤誠司 やすらぎ

8:56 -4 松岡啓 京葉CC 8:56 +1 佐藤宇紘 フリー
+2 小沼哲男@(シニア) – +18 スティーブ パング@(シニア) –

１０組 -4 飯島健之恭 シャノン １０組 +1 小川洋 フリー
-5 菅間 隆夫 西大宮ゴルフガーデン +17 森田聡@ –

9:03 -5 高田聖斗 – 9:03 +15 田中馨@ –
-2 中村 勝郁@(シニア) – +1 長澤稔 (株)長建

１１組 -3 中村英明@ 千葉国際CC
-6 太田有一 フリー

9:10 -6 谷浦祐治 フリー
-8 勝亦悠斗 –

※１ 協賛企業シード枠
※２ DOCUS OPEN 2016優勝者
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