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　決勝戦(7/7）　佐野ヒルクレスト

OUT IN

1組 松田　仙一郎 - 1組 嶋崎　成次 ゴールデンバレーゴルフクラブ

松原　大輔 - 池田　拓己 ドリームシード

7：00 中原　英＠（シニア） 猿島カントリークラブ 7：00 兒玉　雄登 ゴールデンバレーゴルフクラブ

2組 新木　豊 - 2組 今本　雄大 パインレークゴルフクラブ

友次　啓晴 東広野ゴルフ倶楽部 伊丹　健二 大宮ゴルフコース

7：09 猿田　勝大 PGM石岡ゴルフクラブ 7：09 村下　秀和＠ -

西川　忠克＠（シニア） 那須小川ゴルフクラブ

3組 富田　雅哉 瑞陵GC 3組 和久津　大飛 -

武藤　和貴 - 笠原　悠揮 大宮ゴルフコース

7：18 薄　大勝 - 7：18 渡下　真治＠（シニア） 大山平原ゴルフクラブ

山田　竜史＠ 大利根CC

4組 横川　康祐 筑波カントリークラブ 4組 加治屋　龍之介 -

石崎　景土 ノースショアカントリークラブ 石川　翔太 SI Group Company

7：27 糸永　達司 ジャパンPGAゴルフクラブ 7：27 相原　諒哉

小池　浩和＠（シニア） 伊丹　晋司＠ 大宮ゴルフコース

5組 照沼　恭平 サングッドゴルフ練習場 5組 田所　嵩瑛 サザンヤードカントリークラブ

浮ヶ谷　博之 - 吉岡　賢一郎（シニア） FST JAPAN LTD

7：36 川岸　滉平＠ - 7：36 山崎　克己＠ 高坂カントリークラブ

6組 高田　聖斗 マキイ産業 6組 渋谷　晃太郎 -

宮城　集 PROMICS SUPPORTER 9 鬼澤　友秀 株式会社アウル

7：45 柳澤　誠司 やすらぎ介護 7：45 鈴木　理央 -

堤　祥浩＠（シニア） 太平洋クラブ 田嶋　久敬＠ -



7組 吉永　竜 - 7組 松澤　奈美（女子） 烏山城カントリークラブ

加藤　輝 アローエースゴルフクラブ 寺井　七海（女子） -

7：54 徳永　弘樹 サンヒルズカントリークラブ 7：54 宮崎　千瑛（女子） 国際スポーツ振興協会

林　順之亮＠（シニア） - 松本　花仔乃＠（女子） 共愛学園

8組 中島　旺 ECFフィットネス 8組 毛利　一成 -

市原　弘章 船橋カントリークラブ 高橋　誠一 みらい創造ゴルファーズ委員会

８：03 北山　大雄 船橋カントリークラブ ８：03 三田　修＠（シニア） -

宇田川　理茶度＠ - 細井　裕之＠（シニア） -

9組 Kang　gi　moon - 9組 山口　鉄平 -

酒井　南雄人 ロイヤルグリーン 谷川　泰輔 房総カントリークラブ

８：12 星野　節二＠（シニア） - ８：12 北村　和秋＠ 長岡カントリー倶楽部

10組 遠藤　健太 サーティファイブ 10組 安田　昌弘 -

船津　良介 - 羅　己乾 (株)富士防

８：21 東　大智 - ８：21 鈴木　貴士＠ WinWinコーポレーション

11組 岡野　友和 TRPX 11組 大谷　昴 -

中西　龍太朗 - 姜　致世（女子） -

８：30 山﨑　慎一（シニア） - ８：30 小出　吉洋＠(シニア) -

福田　大介＠ - 立石　胡芭留＠（女子） -

12組 吉田　隼人 イーグルポイントゴルフクラブ 12組 秋田　風真 -

荒井　陸 - 岩間　貴成 -

８：39 小玉　雅＠ - ８：39 藁谷　和一＠（シニア）

-



13組 橋爪　力（シニア） - 13組 酒井　和史 -

跡田　重将 メイレイクヒルズカントリークラブ 永井　哲平 Tettsu

８：57 宮田　広人＠（シニア） - ８：57 古田　雄介＠ -

織田　崇裕 -

14組 仲道　利樹 - 14組 田中　泰芽 48studio

伊藤　敏明 - 原　朋希 ゴルフプラザイセサキ

9：06 下江　弘＠（シニア） - 9：06 牟田　脩二（シニア） -

坂原　謙二＠（シニア） 猿島カントリー倶楽部

15組 阿部　大輔 株式会社N+ 15組 入澤　主 東松苑ゴルフ倶楽部

岡部　聖樹 ゴルフスタジオ　ブーン 山田　英斉 -

9：15 新田　祐美菜（女子） ㈱HILL TOP 9：15 矢野　聡＠ -

深町　幸三＠（シニア） -

16組 林　拓希 - 16組 国枝　太一 -

竹内　大 - 清川　亨 千葉カントリークラブ

9：24 猪原　聡真 Evolvin 9：24 安部　高秀 -

柳田　圭輝＠ 北谷津ジュニア 今屋　大雄＠ -

17組 山崎　真也 高坂カントリークラブ 17組 千葉　華（女子） -

鈴木　之人 泉国際ゴルフ倶楽部 古家　翔香（女子） -

9：33 近藤　大将 - 9：33 古屋　佑佳（女子） 株式会社　伝元

18組 笹村　心 - 18組 高山　佳小里（女子） -

片岡　尚之
（主催者推薦枠）

- 中井　愛美（女子） -

9：42 大浦　健央 大浦ゴルフ塾 9：42 下江　道子＠（女子）

田部　長右衛門＠

19組 猪川　頌生 19組 長内　雄太良 -

操上　眞廣 平川カントリークラブ 藤田　雄紀 太平洋クラブ成田コース

9：51 吉川　朋実＠ 9：51 清水　睦夫（シニア）

藤原　一美＠（シニア） 是枝　洋一＠（シニア） 是枝工業



20組 佐藤　瞬 - 20組 葛西　亮堅 -

久我　拓也 ONE STAR GOLF 樫本　剛平 -

10:00 10:00 星　清
（栃木プロ会推薦）

サンヒルズＣＣ

鹿島　雄斗＠ Evolvin 松島　大輔＠ Evolvin

21組 高橋　慧 - 21組 鈴木　海斗 P&J株式会社

市川　輝 日本ウェルネス大学 横川　修平 -

10:09 関　夕介＠ あさひが丘カントリークラブ 10:09 難波　政太郎 -

田邉　庸介＠ 麺屋ようすけ

22組 中込　憲 - 22組 石毛　巧 エパック

尾野　仁啓 厚木国際C.C 佐藤　圭介
（茨城プロ会推薦）

-

10:18 川上　衛（シニア） 美里ゴルフセンター 10:18 海老原　脩＠ ニッソーカントリークラブ

中村　勝郁＠（シニア）
伊勢原　C.C

23組 秋元　幸広 ゴルフファンプ東京 23組 大貫　渉太朗 wired package

太田　祐一 - 植田　大貴 ホウライカントリー倶楽部

10:27 勝亦　悠斗 ITS 10:27 平井　俊光 エストリックス

岡田　正三＠ - 高野　直樹＠ -
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