
氏名 氏名(カナ) 所属
相磯　太一 ｱｲｿ ﾀｲﾁ 鳩山ＣＣ
阿久津　由生 ｱｸﾂ ﾖｼｷ 総武ＣＣ
安藤　佑一 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳ フリー
イ　ジェギョン ｲ ｼﾞｪｷﾞｮﾝ
池村　晃稀 ｲｹﾑﾗ ｺｳｷ フリー
石渡　和輝 ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞｷ フリー
市原　建彦 ｲﾁﾊﾗ ﾀﾂﾋｺ 神崎ＣＣ
市原　弘章 ｲﾁﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 船橋ＣＣ
伊東　一樹 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 姉ヶ崎ＣＣ
伊藤　敏明 ｲﾄｳ ﾄｼｱｷ フリー
伊藤　誠道 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 沼津ＧＣ
糸永　達司 ｲﾄﾅｶﾞ ﾀﾂｼﾞ ジャパンＰＧＡ　ＧＣ
上野　晃紀 ｳｴﾉ ｱｷﾉﾘ
Ａ・ウォンワニ ｳｫﾝﾜﾆ ｱｰﾉﾝﾄﾞ フリー
太田　陽介 ｵｵﾀ ﾖｳｽｹ 一の宮ＣＣ
大野　友栄 ｵｵﾉ ﾄﾓｴｲ ウィンズラジャＧステーション戸塚
長利 剣 ｵｻﾘ ｹﾝ フリー
小野　秀昭 ｵﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉セントラルＧＣ
加藤　祐輔 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ パワーゴルフレインジ
加藤　龍太郎 ｶﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ フリー
金子　修 ｶﾈｺ ｵｻﾑ エイミンＧアカデミー
釜須　雄基 ｶﾏｽ ﾕｳｷ フリー
狩俣　安志 ｶﾘﾏﾀ ﾔｽｼ フリー
木村　友栄 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾊﾙ ダイワ
木村　龍 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 鶴舞ＣＣ
金　一漫 ｷﾝ ｲﾙﾏﾝ いるまん先生のゴルフ教室
栗原　一浩 ｸﾘﾊﾗ ｶﾂﾋﾛ ブラジル
小池　智徳 ｺｲｹ ﾄﾓﾉﾘ フォーミュレーション
小林　克也 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾔ 武蔵ＣＣ
斉藤 慎 ｻｲﾄｳ ｼﾝ スカイウェイＣＣ
齊藤　拓也 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 東松山ＣＣ
齊藤　陸 ｻｲﾄｳ ﾘｸ フリー
櫻井　勝之 ｻｸﾗｲ ｶﾂﾕｷ Ｓｅｒｉｏｕｓ　Ｇｒｏｕｐ
櫻井　久士 ｻｸﾗｲ ﾋｻｼ フリー
佐々木　勇 ｻｻｷ ｲｻﾑ ニュー南総ＧＣ
佐藤　滋行 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾕｷ ＭＹＳクラブ
佐藤　達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ フリー
塩見　好輝 ｼｵﾐ ｺｳｷ 国際スポーツ振興協会



鴫原　空 ｼｷﾞﾊﾗ ｿﾗ 軽井沢インドアＧスクール
重久　徹 ｼｹﾞﾋｻ ﾄｵﾙ 武蔵グランドゴルフ
篠崎　紀夫 ｼﾉｻﾞｷ ﾉﾘｵ 北谷津Ｇガーデン
篠塚　明宏 ｼﾉﾂｶ ｱｷﾋﾛ フリー
島野　隆史 ｼﾏﾉ ﾀｶﾌﾐ 本千葉ＣＣ
鈴木　悠介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ フリー
関　凌之介 ｾｷ ﾘｮｳﾉｽｹ フリー
善　憲之 ｾﾞﾝ ﾉﾘﾕｷ ノリシステムインターナショナル
薗田　峻輔 ｿﾉﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ フリー
高場　隆義 ﾀｶﾊﾞ ﾀｶﾖｼ グリーンワークス
髙橋　強平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ エバンスゴルフ
髙橋　朋載 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾉﾘ フリー
竹本　直哉 ﾀｹﾓﾄ ﾅｵﾔ フリー
谷浦　祐治 ﾀﾆｳﾗ ﾕｳｼﾞ フリー
丹波　久 ﾀﾝﾊﾞ ﾋｻｼ 大栄ＣＣ
千島　司 ﾁｼﾏ ﾂｶｻ ザ・鹿野山ＣＣ
ディネッシ　チャンド ﾁｬﾝﾄﾞ ﾃﾞｨﾈｯｼ ＡＲＥＸ
常住　治臣 ﾂﾈｽﾞﾐ ﾊﾙｵﾐ HAL　SPORTS　PRODUCTION
津曲　泰弦 ﾂﾏｶﾞﾘ ﾀｲｹﾞﾝ 千葉夷隅ＧＣ
遠間　隆裕 ﾄｵﾏ ﾀｶﾋﾛ フリー
徳永　雅洋 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ リクルートライフスタイル
豊見里　友作 ﾄﾐｻﾞﾄ ﾕｳｻｸ ゴルフパートナー
頓所　卓 ﾄﾝｼｮ ﾀｶｼ 千葉ＣＣ野田Ｃ
中込　憲 ﾅｶｺﾞﾐ ｹﾝ フリー
中田　範彦 ﾅｶﾀ ﾉﾘﾋｺ フリー
永松　宏之 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ ジャパンＰＧＡ　ＧＣ
中村　俊 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼ フリー
並河　利隆 ﾅﾐｶﾜ ﾄｼﾀｶ 福岡フードサプライ
野々垣　真憲 ﾉﾉｶﾞｷ ﾏｻﾉﾘ フリー
波多江　崇 ﾊﾀｴ ﾀｶｼ 千葉ＣＣ川間Ｃ
幡地　隆寛 ﾊﾀﾁﾞ ﾀｶﾋﾛ カレドニアンＧＣ
林　稔 ﾊﾔｼ ﾐﾉﾙ スポーツクリエイト
平塚　とも幸 ﾋﾗﾂｶ ﾄﾓﾕｷ スポーツインダストリー
深沢　尚人 ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾄ アリスマジック
福田　裕至 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞ フリー
船越　紀之 ﾌﾅｺｼ ﾉﾘﾕｷ 原木中山Ｇセンター
本多　俊弘 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ アースアカデミー
前崎　泰宏 ﾏｴｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ フリー
増田　将光 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾐﾂ 双伸Ｇセンター



松岡　啓 ﾏﾂｵｶ ｹｲ 京葉ＣＣ
松原　大輔 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ フリー
御子柴　一輝 ﾐｺｼﾊﾞ ｶｽﾞｷ オリエンタル観光
水谷　英喜 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ ロイヤルスターＧＣ
宮内　希幸 ﾐﾔｳﾁ ﾉﾘﾕｷ アクアラインＧＣ
宮澤　祐助 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ トータル・ゴルフ・コンディション
村上　哲弥 ﾑﾗｶﾐ ﾃﾂﾔ ＣＯＳＭＯ　ＳＯＵＮＤ
村上　貢 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂｸﾞ フリー
森　大輔 ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ フリー
森　正尚 ﾓﾘ ﾏｻﾀｶ 芥屋ＧＣ
山形　嘉彦 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾖｼﾋｺ ブリヂストンスポーツ
山﨑　慎一 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ フリー
山﨑　政美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾐ フリー
山本　佳孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 東都ＩＳＤ
横尾　要 ﾖｺｵ ｶﾅﾒ ＥＨ
横山　勝治 ﾖｺﾔﾏ ｶﾂﾊﾙ Ｆｉｘ
吉村　明恭 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 我孫子ＧＣ
渡辺　学 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ レインボーＣＣ


