
2015年7月30日(木)

1st Tee 10th Tee
No. ST 所属先 No. ST 所属先 No. ST 所属先 No. ST 所属先

西原　健太 伊勢CC 荒井　雅彦 フリー 梅山　知宏 フリー 園田　謙介 プレイス不動産販売

深澤　竜一 フリー 河合　庄司 フリー 小島　亮太 明智GCひるかわゴルフ場 姜　志満 COASIA

古田　幸希 フリー 池村　寛世 フリー 佐藤　翼 大通グループ 宇佐美　祐樹 東京ベイ舞浜ホテル

菊地　秀明 フリー 菊池　純 JGMGC 笠間C 宮原　雅人 名古屋ＧＣ 白水　将司 霞ヶ関CC

＠石過　功一郎 クラーク記念国際高校 白石　大祐 Ｋ２ 副田　裕斗 谷汲ＣＣ 佐藤　達也 ゴルフパートナー

鍋谷　太一 ゴルフフィールド 金子　敬一 土浦学園ゴルフセンター 藤島　豊和 近畿トラック販売 髙松　瑠偉 船橋ＣＣ

堀川　未来夢 フリー 森田　徹 袖ヶ浦ＣＣ 邊　辰哉 フリー 河野　晃一郎 エコー電子

小袋　秀人 戸塚ＣＣ Ｊ・チョイ タラオCC 森本　雄 フリー 上平　栄道 フリー

中西　雅樹 NISSO 中島　マサオ トミーカンパニー 日髙　将史 フリー 桑原　克典 ミズノ

藤島　晴雄 進電テクノロジー 河合　貢 CRC白山ヴィレッジＧＣ 中西　直人 フリー 河野　祐輝 NTT西日本アセット・プランニング

狩俣　昇平 フリー 高田　聖斗 フリー 太田　直己 フリー 木下　裕太 REAL EYES

小池　一平 境川CC 横尾　要 ＥＨ 和田　章太郎 フリー 高柳　直人 フリー

阿部　裕樹 フリー 岩井　亮磨 ノースショアＣＣ ＠河田　丈一郎 山梨学院大学 時松　隆光 筑紫ヶ丘ＧＣ

岩本　高志 K's GOLF LOUNGE 梶川　武志 フリー 佐藤　和夫 フリー 柳澤　伸祐 ビバゴルフ

竹安　俊也 ＣＯＺＹ 千葉　晃太 小樽CC すし　石垣 ゴルフパートナー 沖野　克文 舟入ゴルフガーデン

宮里　聖志 フリー 津曲　泰弦 千葉夷隅ＧＣ 鎌田　崇司 フリー 中里　光之介 フリー

小鯛　竜也 フリー 渡部　光洋 やしろ東条ＧＣ 小泉　洋人 初田製作所 前川　太治 フリー

近藤　啓介 南山ＣＣ 田島　創志 フリー 大川　詩穏 フリー 原田　大介 フリー

清田　太一郎 日本港運 白　佳和 フリー 河村　雅之 安芸ＣＣ 小西　貴紀 マルマン

谷　昭範 フリー 辻村　暢大 富士ＯＧＭ伊勢大鷲 横田　真一 サクセスプロ 西　裕一郎 茨木CC

朴　一丸 フリー 簗瀬　元気 ブリック＆ウッドクラブ 北川　祐生 取手国際ＧＣ 前粟藏　俊太 フリー

古庄　紀彦 筑波CC 谷川　泰輔 千葉夷隅ＧＣ 原口　鉄也 フリー 鈴千代 筑波CC

クボ　ヒロミチ 原宿ゴルフアカデミー 森本　雄也 ワールドリンクシステム 河瀬　賢史 フリー 梶本　康太郎 スエヒロ産業

西村　匡史 フリー 大槻　智春 真清創設 洪　淳祥 SK telecom Ｄ・チャンド ＡＲＥＸ

新留　徹 玉名CC 山岡　成稔 こばやしようき 高橋　佳伸 OGAWA GOLF 平井　俊光 太平洋Ｃ佐野ヒルクレストＣ

五十嵐　雄二 Ｏ･Ｅ･Ｆ 内藤　寛太郎 日拓グループ 近藤　龍一 フリー 朴　ジュンウォン フリー

平井　宏昌 コーヒープラザ壹番館 竹内　廉 フリー 吉永　智一 フリー 健太郎 フリー

永松　宏之 ジャパンＰＧＡ　ＧＣ 宮瀬　博文 アイ・エー・エス・エス 清水　一浩 円谷エンターテインメント 松本　成太 太田染工ゴルフシティ

杦本　晃一 フリー 石渡　和輝 フリー J・サワダ TOSHIN 額賀　辰徳 フリー

浅地　洋佑 フリー 遠藤　彰 Ｓ．Ｓテック 野仲　茂 横浜ＣＣ 中川　勝弥 ABCGC

北村　晃一 ミッションバレーＧＣ 飯田　耕正 フリー 大谷　俊介 サンロイヤルGC 渡辺　優登 フリー

木下　稜介 フリー 井手口　正一 フリー 小林　伸太郎 焼鳥まさや 伊佐　専禄 フリー

吉村　明恭 我孫子ＧＣ 須田　将太 フリー 甲斐　慎太郎 フリー 岸本　翔太 グリーンヒル関ＧＣ

大堀　裕次郎 フリー 高橋　佳祐 喜多ゴルフエンタープライズ 大前　和也 鋼工業 大貫　渉太朗 太平洋クラブ益子Ｃ

櫻井　勝之 シンクバンク 川根　隆史 東京GC 服部　リチャード ミュゼプラチナム 山ノ口　章大 京和ＣＣ

日髙　良幸 京和ＣＣ 周　興喆 フリー 狩俣　安志 フリー 福永　安伸 UMKテレビ宮崎

平井　神人 パインワイルドＣＣ 杉山　佐智雄 18プランニングジャパン

尾方　友彦 フリー 井上　信 袖ヶ浦ＣＣ

鈴木　亨 ミズノ 川満　歩 フリー

飯島　宏明 シンシア 髙橋　朋載 アドジックス

＠…アマチュア

1st Round 2015 南秋田カントリークラブチャレンジトーナメント
南秋田カントリークラブ (6,928Yards/Par71)

選手名 選手名 選手名 選手名

1 7:30 11 9:20 20 7:30 30 9:20

2 7:41 12 9:31 21 7:41 31 9:31

3 7:52 13 9:42 22 7:52 32 9:42

4 8:03 14 9:53 23 8:03 33 9:53

5 8:14 15 10:04 24 8:14 34 10:04

6 8:25 16 10:15 25 8:25 35 10:15

7 8:36 17 10:26 26 8:36

8 8:47 18 10:37 27 8:47

19 10:48 28 8:58

36 10:26

37 10:37

38 10:48

10 9:09 29 9:09

ツアープレーヤー150名　アマチュア2名

（注）欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります

9 8:58

Official Site  http://www.jgto.org/


