
OUT IN

金子　景一 茨城プロ会推薦 齊藤　弘行 （有）富次郎　栃木プロ会推薦

安間　魁 入澤　圭 東松苑ＧＣ

中西　正一 @（シニア） 村下　秀和　＠ 東筑波カントリークラブ

酒井　和史 毛利　一成 フリー

清水　奏琉　＠ 松澤　奈美 烏山ｃｃ

関　夕介　＠ あさひが丘カントリークラブ 三田　修　＠

ウェイティング１ 方　世雄　＠ フリー

加藤　俊英 羽川エンタープライズ 深沢　尚人 アリスマジック　千葉プロ会推薦

土田　泰輝 本多　俊弘 フリー

久米 勇輝　＠ ウェイティング２

吉田　隼人　＠

石毛　巧 ファミリーゴルフスクールエパック 藤城　聖太

荒井　竜也 大洗ＧＣ 中川　元成

ウェイティング３ ウェイティング４位

櫻井　範幸　＠（シニア） 　 深谷　能則　＠

藤田　雄紀 太平洋ｃ成田 市川　輝 日本ウェルネス大学

豊見里　友作 Ｒｅ：Ｆａｖｏｒ 鬼澤　友秀 株式会社アウル

ウェイティング５ 崔　洋国　＠

海老原　脩　＠ 新井　淳　＠

大谷　昴 フリー 伊藤　優太

岡野　友和 TRPX 加治屋　龍之介

谷口　尚央　＠（シニア） ウェイティング６

川岸　滉平　＠

笹村　心 石岡GC 中川　叶唯 メイフラワーGC

川畑　誠也 @ 沼田　凌

⽴石　胡芭留　＠ 太平洋クラブ 志村　和彦　＠（シニア）

小出　吉洋　＠ 太平洋C八千代 ウェイティング7

笠原　将揮 大宮ゴルフコース 浅原　淳一（シニア） ゴルフクラブイースタン

笠原　悠揮 ウェイティング９

ウェイティング８ 中里　鉄也

増田　勇樹　＠ 南市原ゴルフクラブ 平岩　義範　＠

勝又　崇之 フリー 岡部　聖樹 ゴルフスタジオBＯＵM　マキシマムワークス推薦

菊池　純 阿部　大輔 株式会社Ｎ＋

ウェイティング１０ 西本　美憂　＠

高山　泰佑　＠ 佐野ヒルクレスト 歸山　美音　＠

植田　大貴 ホウライｃｃ 佐藤　瞬

橋爪　晃彦 伊波　雄大 Ｒｅ：Ｆａｖｏｒ

戸塚　大介　＠ ＢＡＣＫ-９ 井出　耕平　＠

田島　久敬　＠

小川　厚 サンヒルズｃｃ 斉藤　妙

大貫　渉太郎 フリー ウェイティング１１

ウェイティング１２ 山崎　義洋 フリー

下城　秀元　＠（シニア） 大田双葉カントリークラブ 橋本　剛　＠（シニア） 伊勢崎研修会

小石　隆二 フリー 千葉　華

久我　拓也 成田ハイツリー 羅　己乾 （株）富士坊

川根　隆史 安田　昌弘

荻田　和宏　＠（シニア） 是枝　洋一　＠（シニア）

北堀　あさひ 太平洋クラブ美野里コース 清水　政志

尾野　仁啓 厚木国際ｃｃ 新井　清貴

新宅　理輝 （株）Ｙｏｕｒ　Ｃａｄｄｙ 松村　本盛 エイメック

中村　勝都　＠ 伊勢原C.C 吉井　兼一　＠（シニア） ゴルフ工房バーン

照沼　恭平 サングットゴルフ 丹波　久 大栄CC

今井　健 太平洋ｃ益子ＰＧＡ 仲道　利樹

本間　佑 スカイA 糸永　達司 ジャパンPGAゴルフクラブ

清野　桜貴＠ 山口　慎吾　＠

徳永　弘樹 サンヒルズｃｃ 田代　勉 サンヒルズカンツリークラブ

岩間　貴成 織田　崇裕

山崎　真也 （株）野村屋 竹内　秀 ひかりＧＯＬＦ　ＰＡＲＫ

篠塚　猛人　＠（シニア） 東千葉CC 寺島　卓矢　＠

中西　龍太朗 フリー 伊藤　敏明 フリー

高野　欣也 ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 伊丹　健二 大宮ｇｃ

新田　祐美菜 ㈱HILL TOP 大谷　五一郎　＠ 那須小川GC

藁谷　和一　＠（シニア） ムーンレイク市原 小林　寛季　＠

宮内　孝輔 フリー 鶴田　貴也

癸生川　善弘 フリー 小泉　正樹 フリー

羽藤　勇司 高田　聖斗 マキイ産業

宇田川　理茶度　＠ 安東　正治　＠（シニア）

岩崎　誠 玉川工産 笠原　瑞城 フリー

Grant Godfrey 初石サンシャインゴルフ 大嶋　炎 東京ゴルフ倶楽部

井野　祐輔 真名カントリークラブ 仙庭　俊哉 飯能ゴルフ

中原　英　＠（シニア） あさひヶ丘カントリークラブ

秋元　幸広 ゴルフファンプ東京 植竹　利明 アクティブスペース

鈴木　之人 泉国際ＧＣ 加藤　輝 宮城野ｇｃ

武田　正輝 ウェイブレングス 柳澤　誠司 やすらぎ介護

渡邉　真　＠ 橋本　芳之　＠（シニア）

片岡　尚之 前年度優勝者　嵐山ｃｃ 竹内　輝樹 フリー  

上野　晃紀 フリー ウェイティング１４

夏堀　裕大 秋田　風真 フリー

市村　正義　＠（シニア） 竹澤　瞬　＠ 湘南美容クリニック
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