
　 　

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

馬場　正行 69 日高ゴルフレインジ +5 中尾　豊健 64 アコーディア・ゴルフ +6 岩本　尚士 71 沢田Ｇ練習場 +5 山崎　睦満 66 フリー +7

古市　忠夫 75 大神戸ＧＣ +5 Ｄ・イシイ 60 パールＣＣ +5 片山　康 68 片山康ゴルフ企画 +5 瀬倉　孝則 65 ブリック＆ウッドＣ +7

川俣　明 69 ＡＮＡｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ石垣ﾘｿﾞｰﾄ +5 山本　善隆 65 城陽ＣＣ +5 飯泉　威志 67 筑波ＣＣ +5 青木　基正 66 フリー +7

松本　紀彦 72 阿山ＣＣ +4 尾崎　健夫 62 エフティグループ +5 川上　実 67 Ｋ．Ｇ．Ｓ +6 曽根　保夫 66 枚方ＣＣ +8

大尾　恭弘 69 藤田Ｇレンジ +4 大野　雅幸 65 レインボーヒルズＣＣ +5 高野　誠 69 プロショップ・タカノ +6 萩原　安造 65 フリー +8

坂元　吉男 69 インターＧＣ +4 島村豆至天 60 トライアングルＧ +5 原田　恵三 72 ビッグゴルフ滝川 +6 外山　良雄 66 大丸工業 +8

奥　寛 68 清和工機 +4 石原　明 59 フリー +5 国中　靖夫 71 ＰＡＳＳＩＯＮＡ ＴＥ Ｇ ＡＴＨＬＥＴＥＳ Ｃ +7 照屋　唯明 62 石岡Ｇセンター +8

出口栄太郎 68 鈴峰ＧＣ +4 林　照康 61 ウイルビー +5 森口　康一 68 芳賀ＣＣ +7 高野　忠義 66 フリー +8

佐藤　正一 68 フリー +3 外舘　弘 62 フリー +4 池ノ谷信行 68 フリー +8 大谷　朗 60 ＪＸ日鉱日石トレーディング +8

森本　俊治 71 フリー +3 山高　孝信 65 大栄ＣＣ +4 寺本　一郎 76 フリー +8 柴田　猛 64 フリー +8

寄川　宏 69 鹿野山ＧＣ +3 寺田　寿 65 青山台ＧＣ +4 永井　滉之 75 フリー +9 金山　和雄 63 フリー +8

小林富士夫 71 フリー +3 草野　忠重 60 フリー +4 月本欣四郎 70 フリー +9 文山　義夫 65 柏井Ｇセンター +8

廣田　憲治 69 呉羽ＣＣ +3 南條　勝美 65 ザ ナショナルＣＣ千葉 +4 渡辺　由己 67 我孫子ＧＣ +9 水野　和徳 64 小山ＧＣ +8

矢部　昭 70 フリー +2 徳永　雅洋 63 ゆこゆこ +4 ヒロ　酒井 69 身延山ＣＣ +9 岩間建二郎 65 ドクターズファーマ +8

佐野　修一 68 レイケン +2 山下　英章 62 能登ＧＣ +4 橘田　光弘 73 フリー +9 一岡　義典 59 レークスワンＣＣ +8

田中　孝治 68 フリー +2 谷後　則和 60 サンフレッシュ +3 村井　進 69 山手Ｇ練習場 +9 安田　春雄 73 第一元商 +9

井上　久雄 69 フリー +1 河野　和重 64 リンクス新川崎 +3 近藤　裕 71 ゴルフィット +10 塩谷　貴行 65 フリー +9

谷中　宏至 68 高松グランドＣＣ +1 市川　幹雄 63 市川ゴルフ興業 +3 鷹巣　南雄 73 鹿野山ＧＣ +10 橋添　純司 66 山梨ジュニアゴルフ塾 +9

堀口　渡 70 高梨子倶楽部 +1 杉山　錬局 66 和光バーディーＧＣ +3 太田　了介 77 笠取Ｇセンター +13 勢登　正美 62 徳山国際ＣＣ +9

田辺　泰雄 68 東香里Ｇセンター +1 中村　通 65 フリー +2 杉山　誠 69 高根沢Ｇパーク +14 木村　松男 60 富士スタジアムＧＣ +9

小川　清二 73 琵琶池ＧＣ 0 渡部　勝 66 福井国際ＣＣ +2 佐藤　精一 83 水海道ＧＣ +15 堀内　工 64 ゴールデンバレーＧＣ +9

長谷川勝治 70 船橋ＣＣ 0 飯合　肇 62 アルファクラブグループ +2 原島　正男 69 馬込Ｇガーデン +16 青柳　公也 61 大利根ＣＣ +10

野口　長治 71 大利根ＣＣ 0 西川　貴祥 66 阪奈ＣＣ +2 山岸　習信 71 太子ＣＣ +17 鍛冶　恒 66 名神栗東ＣＣ +10

中山　徹 69 国際スポーツ振興協会 0 友利　勝良 61 サニクリーン +1 松川　武司 67 橋本ＣＣ +10

青木　民也 68 草津ＣＣ 0 須藤　聡明 60 高森Ｇガーデン +1 市川　孝道 65 大蔵Ｇセンター +11

中島　弘二 70 Ｔｅｅ－ＵＰ -1 福沢　孝秋 63 諏訪湖ＣＣ +1 No. TIME 選手名 年齢 所属 スコア 奥野　光司 64 オレンジヒルＧセンター +11

伊藤　全 68 フリー -2 飯沼カオル 59 フリー +1 江本　光 62 フリー +6 橋本　日都 62 ヴィクトリアゴルフ +11

吉川　一雄 69 フリー -2 牧野　裕 60 新昭和 0 曲山　正廣 61 荒川ＧＣ +6 三澤　利行 66 フリー +12

髙橋　勝成 65 Ｉ.Ｔ.Ｏ ＪＡＰＡＮ＆co. 0 ドラゴン瀧 64 富匡 +6 植松　富久 63 パーフェクト・スイング +13

No. TIME 選手名 年齢 所属 スコア 伊藤　正己 60 明智ＧＣ 0 入野　太 59 リンクス新川崎 +6 藤田　裕 63 ドゥＧプラザ +14

菊一　利彦 66 フリー +6 倉本　昌弘 60 フリー -1 藤池　昇龍 62 ダイゼン +7 小島　昇 64 武蔵野ＧＣ +14

秋富由利夫 65 ＵＭＫテレビ宮崎 +6 三好　隆 64 タニヤゴルフ -1 竹下　忠直 65 ＡＢＣゴルフサービス +7 日向　清 65 サトミキッズＧアカデミー +16

菱沼　孝至 59 フリー +6 重信　秀人 61 フリー -1 武井　泰道 65 フリー +7

中川　敏明 59 東城陽ＧＣ +6 佐藤　剛平 60 芳賀ＣＣ -1 中島　秀徳 63 越生ＧＣ +7 ※使用ティーマーク

大屋　和茂 61 Ｇプラザ十二神 +6 初見　充宣 63 立科ＧＣ -2 ゴールドシニア：ゴールドティー

阿久澤保弘 63 フリー +6 海老原清治 67 我孫子ＧＣ -2 グランドシニア：ＰＧＡロゴティー

竹﨑　敬倫 61 八重桜ＣＣ +6 競技管理委員会

山崎　久男 66 フリー +6
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