
1組 嶺岸 政秀 フリー 13組 加治屋 舜介 フリー 1組 高田 聖斗 マキイ産業 13組 中村 貴至 a.g.h
⻄村 涼 フリー 荒井 陸 中⾥ 鉄也 高橋 大輝 サザンヤードCC

8:00 太田 直己 9:36 ⼩川 詠次郎 8:00 谷川 泰輔 ヒルトップ横浜クラブ 9:36  ⼩川 厚 サンヒルズCC
⾦原 りりか(⼥⼦) 方 世雄＠ ⻄⼭ 美希(⼥⼦) フリー ⻄川 忠克＠(シニア)

2組 猪川 頌生 平川カントリークラブ 14組 高野 碧輝 2組 尾崎 慶輔 平川カントリークラブ 14組 中莖 雄大 フリー
辛 鍾佰 フリー ⽑利 ⼀成 フリー 橋本 隆広 阿部 大輔 株式会社 エヌプラス

8:08 田中 将吾 フリー 9:44 藤田 勇樹 ゴルフスタジオＢＯＵＭ 8:08 鈴⽊ 有吾＠ カレドニアンGC 9:44 岡部 聖樹 ゴルフスタジオＢＯＵＭ
増田 伸洋 フリー 岩渕 隆作 フリー 石塚 洋光＠(シニア) マキシマムワークス 井出 耕平＠

3組 ⼩川 龍清 Hikari GOLF PARK 15組 阿部 裕樹 3組 藤城 聖太 15組 ⼩袋 秀人 ⼾塚CC
頓所 卓 千葉CC 加治屋 龍之介 フリー 照沼 恭平 サングッドゴルフ練習場 佐久間 隼人

8:16 神永 隆浩 アイプロホールディングス 9:52 佐藤 圭介 8:16 相川 太郎 フリー 9:52 川満 歩 フリー
塚越 秀和＠ 久志岡 俊海 ⼾塚ＣＣ 伊丹 健⼆ 大宮GC ⼊江 健太郎＠

4組 櫻井 祐⼀ 太平洋C佐野ヒルクレスト 16組 松原 大輔 4組 ⻤澤 友秀 株式会社アウル 16組 佐藤 宇紘 RIZAP
秋元 幸広 東家 賢政 薄 大勝 フリー 松井 弘樹 我孫⼦GC

8:24 泉川 メイソン 我孫⼦GC 10:00 馬渡 清也 8:24 竹渕 淳 宝沢ゴルフビレッジ 10:00 猿田 勝大 石岡GC
大谷 五⼀郎＠ 深⼭ 克己＠(シニア) 新千葉ＣＣ 田邊 庸介＠ 麵屋ようすけ ⼭田 俊明＠

5組 岡野 友和 TRPX 17組 笠原 瑞城 フリー 5組 増田 将光 17組 吉田 隼人 イーグルポイントGC
大谷 昴 フリー 竹内 輝樹 フリー 松岡 啓 京葉ＣＣ 高野 欣也 GC成田ハイツリー

8:32 福田 大介＠ 10:08 ⼩島 謙太郎 日光cc 8:32 片岡 尚之 嵐⼭CC 10:08 伊藤 優太
⼩林 清＠ 藁谷 和⼀＠(シニア) ムーンレイク市原 原 朋希 ゴルフプラザ イセサキ 中原 英＠(シニア) あさひが丘CC

6組 竹内 大 鴻巣CC 18組 浅田 史樹 フリー 6組 田所 嵩瑛 サザンヤードCC 18組 ⻄村 匡史 フリー
丹波 久 大栄CC 加藤 俊英 羽川エンタープライズ 笠原 将揮 大田和 桂介 麻倉ゴルフ倶楽部

8:40 新田 祐美菜(⼥⼦) 株式会社ヒルトップ 10:16 横川 修平 エムアイディジャパン 8:40 吉本 裕貴 10:16 湯本 開史 アントシャス
斎藤 妙(⼥⼦) フリー 松枝 靖悟＠ 佐藤 俊志(シニア) ⽴石 胡芭留＠(⼥⼦) 太平洋C八千代C

7組 相葉 康輔 19組 谷浦 祐治 7組 石丸 雄大 フリー 19組 遠藤 彰 フリー
⽔上 龍樹 フリー 橋爪 光彦 フリー 糸永 達司 ジャパンＰＧＡGC 今野 大喜

8:48 高橋 慧 セゴビアGインチヨダ 10:24 勝俣 陵 JPアセット証券 8:48 蛯名 大和 フリー 10:24 高橋 賢
⻑本 誠⽮＠ 内田 幸宏＠(シニア) 是枝 洋⼀＠(シニア) 江口 勇也＠ ワシントン州⽴大学

8組 久我 拓也 GC成田ハイツリー 20組 片⼭ 純⼀ フジゴルフセンター 8組 佐藤 瞬 フリー 20組 坂本 雄介 jioworks
角 海利 フリー 尾野 仁啓 厚⽊国際CC 植田 大貴 ホウライCC 織田 崇裕 太平洋C江南C

8:56 酒井 和史 10:32 池内 慧 白⽔GC 8:56 太田 祐⼀ フリー 10:32 ⻘⽊ 龍⼀ KRH
大貫 雄＠(シニア) 鶴舞ＣＣ 中村 勝郁＠(シニア) 伊勢原ＣＣ 岩⽴ 勝利＠ ⼩坂 優太＠

9組 羽藤 勇司 フリー 21組 村上 拓海 フリー 9組 平石 健太 フリー 21組 武田 正輝 ウエイブレングス
岩崎 亜久⻯ アントシャス ⾦田 直之 美⾥ゴルフ 新井 清貴 大竹 泰輔 我孫⼦GC

9:04 田邉 美莉(⼥⼦) 10:40 ⽐嘉 拓也 TOSHIN 9:04 岩間 貴成 10:40 ⼭崎 真也 フリー
髙久 ゆうな(⼥⼦) 鈴⽊ 雄太＠ ⻲⼭ 強＠ 石井 昭浩＠(シニア) クレイジー

10組 植竹 利明 アクティブスペース 22組 野呂 涼 フリー 10組 石⽑ 巧 フリー 22組 菅間 隆夫 ⻄大宮Gガーデン
内田 佳吾 石原 航輝 フリー 佐藤 えいち 相磯 太⼀ 鳩⼭CC

9:12 大岩 龍⼀ ディライトワークス(株) 10:48 大貫 渉太朗 9:12 鈴⽊ 敬太 (株)銀座コバウ 10:48 古屋 佑佳(⼥⼦)
栗原 ⼀浩 株式会社ブラジル 熊倉 克直＠ +Ｃａｔ 神谷 至道＠ 佐藤 優＠(⼥⼦) +Ｃａｔ

11組 菊池 純 EUROZ GOLF 23組 ⼭形 陵馬 フリー 11組 樫本 剛平 アロハリゾート 23組 岡田 壮広 伊香保国際CC
中川 叶唯 ⽮板CC 墳崎 啓輔 江⼾崎CC ⽮島 篤 太田双葉CC 松本 将汰 フリー

9:20 永澤 翔 ダイワロイヤルG 10:56 岩井 亮磨 ノースショアＣＣ 9:20 柳澤 誠司 やすらぎ介護 10:56 橋爪 晃彦 フリー
竹澤 瞬＠ 盛岡ハイランドCC 康 翔亮＠ 佐野日本大学高等学校 橋本 芳之＠(シニア) プレステージＣＣ 千葉 華(⼥⼦)

12組 栗城 凌太 東商テクノ 24組 徳永 弘樹 サンヒルズCC 12組 上野 晃紀 24組 平井 俊光 エストリックス
松坂 綾太 大原 俊之 フリー ⼭本 隆大 櫛⼭ 勝弘

9:28 宮内 孝輔 フリー 11:04 鈴⽊ 之人 9:28 中⻄ 龍太朗 フリー 11:04 幡地 隆寛 ディライトワークス
田中 ⼀彰＠ 川崎 邦朗＠ マロニエゴルフ 錦織 英樹＠(シニア) 佐藤 順＠ アフターゴルフ

OUT ＩＮ
ＤＯＣＵＳ ＯＰＥＮ２０２０ ＦＩＮＡＬ  ７月１４日(火) 佐野ヒルクレスト
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