
1組 磯井 怜

佐藤 圭介

9:00 海老原 脩＠

鈴木 有吾＠ カレドニアンゴルフクラブ

2組 毛利 一成 フリー 1組 小袋 秀人 戸塚C.C

浅田 史樹 フリー 佐藤 えいち

9:07 尾山 智洋 フリー 9:07 深山 克己＠(シニア) 新千葉CC

小坂 優太＠ 横田 虎貴＠(シニア)

3組 宮田 政慈 2組 栗原　一浩 株式会社ブラジル

村上 拓海 フリー 丹波 久 大栄カントリークラブ

9:14 山下 俊治＠(シニア) ワイルドダック㏄ 9:14 大野 倖＠ 日本ウェルネス高等学校

内田 幸宏＠(シニア) 鈴木 知美＠(女子)

4組 松原 大輔 3組 齊藤　陸 フリー

上野 晃紀 照沼 恭平 サングッドゴルフ練習場

9:21 中村 風起人＠ 那須小川ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌ 9:21 橋本 隆広

田邉 美莉(女子) 石丸 雄大 フリー

5組 徳元 中 大利根カントリークラブ 4組 大岩 龍一 ディライトワークス(株)

石毛 巧 フリー 高野 碧輝

9:28 鈴木 敬太 (株)銀座コバウ 9:28 進藤 祥史＠(シニア) 扶桑カントリー倶楽部

増田 勇樹＠ 藁谷 和一＠(シニア) ムーンレイク市原

6組 谷浦 祐治 5組 田所 信太郎 フリー

篠 優希 フリー 神藤 太志 フリー

9:35 川畑 誠也＠ 太平洋C八千代C 9:35 國森 仁＠

立石 胡芭留＠(女子) 太平洋C八千代C 山田 雅一＠

7組 加治屋 龍之介 フリー 6組 田中 将吾 フリー

岩間 貴成 吉本 裕貴

9:42 中原 英＠(シニア) あさひが丘カントリークラブ 9:42 江口 勇也＠ ワシントン州立大学

是枝 洋一＠(シニア) 新田 祐美菜(女子) 株式会社ヒルトップ

8組 中島 徹 信濃ゴルフ倶楽部 7組 宮内 孝輔 フリー

平石 健太 フリー 相川 太郎 フリー

9:49 鈴木 雄太＠ 9:49 佐藤 俊志(シニア)

押尾 紗樹(女子) 金子 鎌士＠(シニア) 大厚木カントリークラブ

9組 田中 聖也 フリー 8組 糸永 達司 ジャパンＰＧＡゴルフクラブ

栗城 凌太 東商テクノ 神永 隆浩 アイプロホールディングス

9:56 飯島 健之恭 9:56 野本 未世夢＠ 東名厚木

小林 希望@ 永田 萌夏＠(女子)

10組 片岡 尚之 嵐山カントリークラブ 9組 竹内 秀 Hikari GOLF PARK

吉田 研人 KENTカンパニー 秋田 風真 フリー

10:03 蛯名 大和 10:03 辛 鍾佰 フリー

松浦 裕介＠ 長太郎カントリークラブ 吉岡 洋樹＠

11組 松坂 綾太 10組 小川 龍清 Hikari GOLF PARK

武田 正輝 ウエイブレングス 浅見 雄大 SONNETTE INC.

10:10 竹田 亮太＠ 10:10 新井 清貴

田島 凛(女子) 廣岡 絵美理＠(女子)

12組 金子 隆博＠ +Ｃａｔ 11組 藤城 聖太

井上 康広＠ +Ｃａｔ 桐島 崇文

10:17 石井 昭浩＠(シニア) +Ｃａｔ 10:17 韮澤　圭亮＠

佐藤 優＠(女子) +Ｃａｔ 鷲山 大輔＠

13組 岩崎 亜久竜 アントシャス 12組 頓所 卓 千葉カントリークラブ

松岡 啓 京葉ＣＣ 羽藤 勇司 フリー

10:24 佐久間 隼人 10:24 大西 健太
三田 修＠ 戸松 仁＠

DOCUS OPEN ２０２０　６月２２日(月)　予選第３戦　太平洋クラブ市原コース

OUT IN

※ ２０２０.６．19　17：００　時点　※


