
№ TIME 選手名 年齢 所属 ｽｺｱ № TIME 選手名 年齢 所属 ｽｺｱ № TIME 選手名 年齢 所属 ｽｺｱ № TIME 選手名 年齢 所属 ｽｺｱ

澤井　紀之 32 オレンジゴルフ前原 -2 渡辺　明寛 49 磯ヶ谷ＧＣ +15 大蔵　勇人 33 オークラ +5 佐々木　隆彦 42 ジャパンメモリアルＧＣ +1

森本　誠 35 フリー +8 岩立　賢一 44 フリー 0 清水　俊★ 33 フリー +13 伊藤　秀樹 26 津久井湖ＧＣ +14

石井　正家 38 フリー +1 都築　卓也 37 ジーウイング +5 五十嵐　正和 46 Ｊ.Ｉ.Ｓゴルフアカデミー +13 武笠　竜二 34 ザ･ナショナルＣＣ 埼玉 +4

松本　宗矢 21 フリー +5 目木　宏樹 42 フリー +16 伊藤　佳祐 26 六甲国際ＧＣ 0 松尾　英明 49 札幌リージェントＧＣ +5

髙橋　力也 50 フリー +15 片桐　昭弘 45 Body Conditioning Factory +19 立花　満 41 ホシノゴルフスクール +3 中村　朝永 45 イド・プランニング +20

服部　弘治 38 清澄ＧＣ +8 中村　信弘 43 フラッグス +6 朴　栄植★ 33 アイパクス +3 林　雅人 20 フリー +5

山路　伸幸 25 ダンロップゴルフガーデン三宮 +16 龍　伸太郎 35 中九州ＣＣ 0 西　瑞樹 25 KOUDA GOLF SCHOOL 0 北川　将人 44 ダンロップゴルフスクール +7

野方　恭兵★ 27 フリー +10 櫻井　大輔 38 Ｔｅｅ－ｕｐ +6 清水　賢人 24 青島ＧＣ +16

髙山　清★ 34 ましこＧＣ +10 安岡　幸紀★ 27 ザメッド -2 金原　光宏 41 阿山ＣＣ +1 武藤　幸平★ 35 伊豆にらやまＣＣ +6

笹木　譲二 39 札幌リージェントＧＣ -1 大島　一郎 48 西新ゴルフセンター +5 安藤　将一 29 フリー +9 竹田　雅之 62 ユキカゼスポーツ +10

岡野　祥武 36 磯ヶ谷ＧＣ +9 元林　篤紀 24 富士スタジアムＧＣ +6 宮城　集 31 鹿沼７２ＣＣ +2 金子　隆 29 フリー +1

田畑　辰徳 28 朝霧ＣＣ +3 赤石　隆 37 原宿ゴルフアカデミー +6 及川　嗣彦 41 エム・エヌ・ケー +5 小黒　泰久 48 武蔵グランドゴルフ +13

吉﨑　皇司 47 ステージゴルフアカデミー +8 中田　吉彦 49 ミズノゴルフスクール +17 向井　勇気 29 ＺＯＮＥ +1 内田　将盛 33 横浜ＣＣ +5

石田　寛樹 30 才加ゴルフ練習場 +3 斉藤　謙一★ 34 カゴハラゴルフ +3 戸田　哲 44 パラディオＧＣ +7 小谷　陽介 29 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽﾎﾟｰﾂｾｰﾙｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 0

松本　剛★ 54 フリー +11 遠藤　将也 21 フリー +2 高橋　知也 32 太平洋C江南C -2 藤野　傑史 30 武蔵グランドゴルフ +9

岡原　行宏 33 フリー +11 徐　貴吉 51 フリー +10 関野　美紀男★ 49 フリー +10 廣瀬　史典 31 サラゴルフスクール +8

岡田　健人 24 本千葉ＣＣ +2 今泉　明則★ 48 フリー +14 佐藤　壮 33 太平洋Ｃ相模Ｃ -2 美濃部　圭 43 ホームデザイン -2

浜村　祐次郎 32 江連忠ゴルフスタジオ 山梨校 +11 山﨑　靖弘 43 フラッグス +10 山岡　圭輔 35 ミズノゴルフスクール +8 長谷川　俊行 33 フリー +1

福田　将志★ 23 フリー +13 渡部　真一 45 シンタム +9 篠原　奨吾 29 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄｺﾞﾙﾌｺｰｽ +9 日野　琢磨 46 フィットネスクラブ リラ ひたち +2

野口　剛 30 太平洋Ｃ御殿場ウエスト +5 玉城　優真 26 ゴルフスタジアム +8 照屋　佳祐 25 オールマイティ +5 國森　仁 42 フリー +6

土屋　寿夫 48 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｶﾝﾄﾘｰCC 軽井沢 +4 横田　良一 33 フリー 0 荒谷　稔 48 フリー +10 瀬川　和也 41 東香里ゴルフセンター +7

田中　啓祐 36 富士の杜ＧＣ +10 廣澤　公光 38 ニュー南総ＧＣ +6 冨澤　敦 45 ワンエイティーズＧＣ +2 杉浦　啓吾 23 フリー -1

酒井　柾輝 21 フリー +2 吉川　高生 47 Ｇｒｅｅｎ　Ａｃｅ　Ｋｏｃｈｉ +9 小川　翼 32 フリー +2 村上　恭平 30 ＴＭＧＢゴルフアカデミー +4

平田　泰隆 27 虎ノ門ゴルフプラザ +5 中島　宏 43 ブリヂストンゴルフプラザ小倉南 +6 山田　耕作 39 浜松ＣＣ +6 高澤　和幸 28 ＫＧＲクラブ 0

古谷　哲郎 46 フリー +13 古屋　正典 51 フリー +16 幸福　信★ 27 フリー +11 川本　大地 36 パインレークＧＣ +6

山城　淳 41 フリー +8 藤本　誠也 33 藤本技工 0 野村　隼 32 ツキサップＧＣ +7 陣野　和久 31 フリー +6

相羽　鉦弘★ 49 フリー +1 森　鯨人★ 26 くじら企画 +5 青木　淳 51 フリー +4 高山　峰明 55 フリー +5

柳川　二郎 44 ヨコタゴルフベース +6 三ツ木　達哉 24 フリー +11 南　健之 40 フリー +20 末次　弘明 21 呉ＣＣ +5

坂本　望実★ 20 フリー +9 吉田　周平★ 20 フロンティアゴルフアカデミー +7 川口　伸二 53 フリー +3 渡部　正浩 34 フリー +14

後藤　敏夫 45 尾上ゴルフセンター +4 福永　武延 38 梅田ＧＣ +3 岡北　信幸 48 ゴルフ倶楽部大樹 +9 本田　巧磨 43 ジューク +8

大浦　健央 31 スポーツラボ -2 阿曽沼　有佑 30 フリー +5 中村　裕 34 ミズノ +7 藤本　和大 43 長船ＣＣ -4

内田　佳吾 23 フリー +3 山﨑　崇 36 フリー +11 星野　紀明 38 ゴルフプロモーション +17

◆この組合せは欠席者が出た場合、変更することがあります。 土田　泰輝 27 フリー +1

◆表記の年齢は、競技初日（8/9）時点のものです。 舛岡　大地 34 大野城スカイゴルフセンター +1

★印：オープン資格での受験者 中山　貴史 45 フリー +10

植松　弘明 37 フリー +13

実行委員長　井上　建夫

競技委員長　飯田　雅樹

 【参加 130 名】    
ＯＵＴ（№１） ＩＮ（№10）

1 7:30 9 8:50 1 7:30

3 7:50

9 8:50

2 7:40 10 9:00 2 7:40 10 9:00

5 8:10

11 9:10

4 8:00 12 9:20 4 8:00 12 9:20

3 7:50 11 9:10

7 8:30

13 9:30

6 8:20 14 9:40 6 8:20 14 9:40

5 8:10 13 9:30

17 10:10

15 9:50

8 8:40 16 10:00 8 8:40 16 10:00

7 8:30 15 9:50

【注意事項】

＊合格者は、競技終了後ＰＧＡが行う説明会に出席すること。

＊競技関係者以外のｺｰｽ立ち入りを禁止する。

＊危険防止のため、帽子を着用すること。

＊ハーフターンでインターバルがある場合は、 クラブハウス内の立ち入り及び食堂の利用が出来る。

通過基準 ：

１５８ストローク以内の上位１００位タイまでの者


