
２０２1年１０月１日（金）

２０２1年１０月１日（金）２０２1年１０月１日（金）

２０２1年１０月１日（金）

於 ： メイプルポイントゴルフクラブ

於 ： メイプルポイントゴルフクラブ於 ： メイプルポイントゴルフクラブ

於 ： メイプルポイントゴルフクラブ

＜1番ホールよりスタート＞

＜1番ホールよりスタート＞＜1番ホールよりスタート＞

＜1番ホールよりスタート＞ ＜10番ホールよりスタート＞

＜10番ホールよりスタート＞＜10番ホールよりスタート＞

＜10番ホールよりスタート＞
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* フリー * *

フリー フリー 富士データシステム *

フリー フリー

シンコークリエイティブ

㈱伊勝

フリー フリー 富士国際ゴルフ倶楽部 フリー

* * * *

* フリー * *

㈱ブラジル フリー フリー フリー

㈱遊楽社 フリー フリー フリー

* * * *

* フリー 山田商会 *

尾山台ゴルフ倶楽部 フリー ㈱長建 K´s Golf Lounge アイテック

厚木国際CC

ジャパンPGAゴルフクラブ

 K´s Golf Lounge

アイ・エー・エス・エス

* * * *

ｻｻﾞﾝﾔｰﾄﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ *  K´s Golf Lounge 柏井ゴルフセンター

白鳳カントリー倶楽部 富嶽カントリークラブ 葉山国際ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部 澤田企画

草津カントリークラブ 富士宮ゴルフクラブ フリー ｶﾞｰﾃﾞﾝ藤ヶ谷ｺﾞﾙﾌﾚﾝｼﾞ

* * * *

* * ㈱JASH *

* KGRA ヴィンテージゴルフクラブ *

(有)築地産業

Golf　Brothers

 K´s Golf Lounge

SOUTH-T

* * * *

* * フリー フリー

フリー 修善寺カントリークラブ 町田モダンゴルフ 高根カントリークラブ

㈱N⁺ フリー フリー フリー

* * * *

フリー * フリー

㈱みらい創造ｺﾞﾙﾌｧｰｽﾞ委員会

原宿ゴルフアカデミー TBS緑山ゴルフスタジオ Tama Hills Golf Course フリー

原宿ゴルフアカデミー WONDER4 フジプリグループ 東宝調布スポーツパーク

* * * *

* * * *

* * フリー ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰEAGLE18

フリー CHEERS　GOLF フリー フジゴルフセンター

* * * *

* * * *

* スパ＆ゴルフリゾート久慈

東宝調布スポーツパーク フリー

フリー

東急あざみ野ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ

フリー フリー

* * * *

* * レイク相模カントリークラブ *

* 東京よみうりｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ゼウス・エンタープライズ フリー

フリー

フリー

フリー フリー

* *

* *

フリー フリー

フリー 玉川工産

<備考>

<備考><備考>

<備考> 都合

都合都合

都合により

によりにより

により組合

組合組合

組合せを

せをせを

せを変更

変更変更

変更する

するする

する場合

場合場合

場合があります

がありますがあります

があります。

。。

。 ＊

＊＊

＊印

印印

印はアマ

はアマはアマ

はアマ

大曽根　孝宏 岡田　健人

内海　道生 崔　貴憲

参加者人数 ： プロ95名　アマ73名

参加者人数 ： プロ95名　アマ73名参加者人数 ： プロ95名　アマ73名

参加者人数 ： プロ95名　アマ73名

Player 

Player Player 

Player Player 

Player Player 

Player Player 

Player Player 

Player Player 

Player Player 

Player 

梅田　有人 竹歳　宏一

飯島　宏明 金　鍾　鎭

1111 7:007:007:007:00

渡邉　泰広

12121212 8:398:398:398:39

木村　友栄

2222 7:097:097:097:09

花吉　精一

13131313 8:488:488:488:48

片岡　重勝

鈴木　優也 山本　大寿

浅田　史樹 竹尾　亮輔

飯田　真規 須藤　裕太 真野　佳晃 鶴田　貴也

1111 7:007:007:007:00

本間　芳正

12121212 8:398:398:398:39

山嶋　克己

栗原　一浩 豊福　守 加藤　将明 橋爪　力

2222 7:097:097:097:09

佐藤　実

13131313

3333 7:187:187:187:18

金子　清

14141414 8:578:578:578:57

大石　崇徳

岸副　哲也 伊藤　敏明

尾野　仁啓 糸永　達司

伊佐　専禄 荒井　陸

山中　尚 石原　航輝

8:488:488:488:48

山口　剛

長澤　奨 髙橋　正紀

片山　智哉 堀木　崇大

長澤　稔 丸山　大輔

3333 7:187:187:187:18

峯澤　克之

14141414

笠井　優希 宮瀬　博文

8:578:578:578:57

菅沼　長介

4444 7:277:277:277:27

和田　哲弥

15151515 9:069:069:069:06

石井　和得

髙橋　大輝 松村　一公

岡部　雄斗 宇佐美　祐樹

齋藤　毅 小林　準 村上　貢 澤田　潔

4444 7:277:277:277:27

山田　廣樹

15151515

5555 7:367:367:367:36

八木　豊志

16161616 9:159:159:159:15

東山　操

馬越　憲太郎 小田　ギレルメ

関谷　和貴 川上　優大

平野　智行 川口　将司

大森　教雄 奥住　宏助

9:069:069:069:06

谷本　俊雄

佐藤　一成 原田　真史

鹿志村　光一 文山　義夫

山王　規行 菊池　幸人

5555 7:367:367:367:36

山口　大介

16161616

岩本　高志 馬渡　清也

9:159:159:159:15

久重　和敬

6666 7:457:457:457:45

阿南　敏洋

17171717 9:249:249:249:24

大貫　雅之

中島　裕昭 和田　雅英

阿部　大輔 宮内　孝輔

小野寺　誠 渡辺　匡人 猪俣　修 宮崎　隆

6666 7:457:457:457:45

西川　幸一郎

17171717

7777 7:547:547:547:54

髙野　秀治

18181818 9:339:339:339:33

東　英樹

赤石　兼一 村田　俊宏

赤石　隆 岩間　貴成

安河内　朗 本多　俊弘

久保　超路 大貫　靖浩

9:249:249:249:24

梁瀬　正晴

小林　克也 髙橋　誠一

須藤　治樹 佐藤　圭介

Patrick Bowman

姜　奇文

7777 7:547:547:547:54

髙瀬　基次

18181818

冨永　浩 大西　晃次

9:339:339:339:33

星野　大記

8888 8:038:038:038:03

田上　魁人

19191919 9:429:429:429:42

Tim　Fearney

山坂　元一 Steven　Kern 田所　純 義見　亮太

芝田　進弘 加藤　薫 竹村　路巨 梶原　英明

8888 8:038:038:038:03

堤　龍司

19191919

9999 8:128:128:128:12

杉本　保之

20202020 9:519:519:519:51

上畠　哲

9:519:519:519:51

小関　晃佑

井口　誠一 安岡　幸紀 照喜名　勲 片山　純一

光宗　一城 吉野　文規

9:429:429:429:42

山田　康博

藤井　庸史 山本　武雄

春原　弘一 牛山　正則 麻谷　政彰 金澤　次男

9999 8:128:128:128:12

佐々木　政一

20202020

10101010 8:218:218:218:21

野村　幸晴

21212121 10:0010:0010:0010:00

箕輪　進 荒井　虎史

21212121 10:0010:0010:0010:00

阪本　明大

吉田　歩生 松本　文和 川野　雄大 渡邊　賢人

藤田　英之 井下　博文 桧山　英一郎 井上　健治

高村　泰弘 加藤　淳 日下部　光隆 大森　利郎

10101010 8:218:218:218:21

池内　慧 森田　直樹 桑原　将一 鈴木　海斗

11111111 8:308:308:308:30

坂東　多美緒

11111111
競技委員長競技委員長競技委員長競技委員長　　　　髙野髙野髙野髙野　　　　秀治秀治秀治秀治

大貫　渉太朗 岩崎　誠

8:308:308:308:30

福室　守

柳原　ひろき 石井　聡

中川　元成 井上　項音士
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