
1組 猿田 勝大 石岡GC 1組 高橋 賢

荒井 陸 橋爪 晃彦 フリー

9:28 野呂 涼 フリー 9:28 橋爪 光彦 フリー

高橋 慧 セゴビアゴルフインチヨダ 宮原 誉＠ アイ工芸

2組 田所 嵩瑛 サザンヤードCC 2組 神藤 太志 フリー

馬渡 清也 安田 昌弘 フリー

9:36 竹内 大 鴻巣CC 9:36 岡部 聖樹 ゴルフスタジオBOUM

岩間 貴成 フリー 千葉 華(女子)

3組 高橋 大輝 サザンヤードCC 3組 仲盛 貴明 サザンヤードCC

加治屋 龍之介 フリー 加治屋 舜介 フリー

9:44 鬼澤 友秀 株式会社アウル 9:44 仲道 利樹 フリー

吉田 隼人 イーグルポイントGC 坂本 雄介 jioworks

4組 比嘉 拓也 TOSHIN 4組 樫本 剛平 アロハリゾート

菊池 崚 サザンヤードCC 徳永 弘樹 サンヒルズCC

9:52 長本 誠矢＠ 9:52 東家 賢政

斎藤 妙(女子) フリー 康 翔亮＠ 佐野日本大学高等学校

5組 勝又 崇之 5組 櫻井 祐一 太平洋C佐野ヒルクレスト

菅間 隆夫 西大宮ゴルフガーデン 生見 和己 ホウライCC

10:00 松枝 靖悟＠ 10:00 大貫 雄＠(シニア) 鶴舞CC

古屋 佑佳(女子) 水納 靖元＠(シニア) 東千葉CC

6組 秋元 幸広 ゴルフファンプ東京 6組 勝俣 陵 JPアセット証券

佐川 和明 静ヒルズCC 相葉 康輔

10:08 難波 政太郎 ShadowPowerGolf 10:08 大谷 五一郎＠

鈴木 有吾＠ カレドニアンGC 西川 忠克＠(シニア)

7組 佐藤 宇紘 RIZAP 7組 金子 隆博＠ +Ｃａｔ

薄 大勝 フリー 熊倉 克直＠ +Ｃａｔ

10:16 太田 祐一 フリー 10:16 石井 昭浩＠(シニア)

櫛山 勝弘 笹原 優美(女子) フリー

8組 大野 由真 フリー 8組 入澤 主 東松苑GC

岩井 亮磨 ノースショアＣＣ 伊藤 誠道 沼津GC

10:24 川満 歩 フリー 10:24 小川 詠次郎

方 世雄＠ 石原 航輝 フリー

9組 笠原 将揮 9組 有馬 哲平＠

内田 佳吾 井出 耕平＠

10:32  小川 厚 サンヒルズCC 10:32 亀山 強＠

山田 俊明 ゴルフスタジオBOUM 山田 竜史＠

10組 松井 優樹 10組 伊丹 健二 大宮GC

深堀 雷斗 フリー 大久保 洋平＠

10:40 小澤　一馬 大上エステート 10:40 森田 徹(シニア) 袖ヶ浦CC

鎌田 ヒロミ(女子) スターツ笠間GC 吉井 兼一＠(シニア) ゴルフ工房バーン

11組 工藤 広治 フリー 11組 山崎 真也 フリー

植竹 利明 アクティブスペース 矢島 篤 太田双葉CC

10:48 田代 勉 10:48 横山 冬樹＠ エージングゴルフスタジオ

竹馬 正広＠ +Ｃａｔ 鎌田 ハニー(女子) スターツ笠間GC

12組 神農 洋平 フリー 12組 金田 直之 美里ゴルフ

水上 龍樹 フリー 竹渕 淳 宝沢ゴルフビレッジ

10:56 井上 康広＠ +Ｃａｔ 10:56 片山 純一 フジゴルフセンター

高野 信幸＠(シニア) 風月CC 中島 凉太 高坂カントリークラブ

13組 和足 哲也 LGV船橋 13組 泉川 メイソン 我孫子ＧＣ

中西 正一＠(シニア) 松井 弘樹 我孫子ＧＣ

11:04 田邉 美莉(女子) 11:04 大竹 泰輔 我孫子ＧＣ

髙久 ゆうな(女子) 石川 翔太 ＳＹＢ

※　２０２０.６．４　１７：００　時点　※

OUT IN

DOCUS OPEN ２０２０　６月８日(月)　予選第２戦　静ヒルズカントリークラブ


