
氏名 氏名(カナ) 所属
赤石　享大 ｱｶｲｼ ﾀｶﾋﾛ 赤城ＣＣ
秋元　幸広 ｱｷﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ クラブネスト
芦川　正敏 ｱｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ 横浜ＣＣ
阿部　真太郎 ｱﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ アベテクノシステム
池田　力 ｲｹﾀﾞ ﾘｷ ゴルフパートナー
伊佐　専禄 ｲｻ ｾﾝﾛｸ フリー
石田　鈴千代 ｲｼﾀﾞ ｽｽﾞﾁﾖ 筑波ＣＣ
伊丹　健二 ｲﾀﾐ ｹﾝｼﾞ 大宮ＧＣ
一反田　拓三 ｲｯﾀﾝﾀﾞ ﾀｸｿﾞｳ 日本ウェルネススポーツ大学
伊藤　弘通 ｲﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ
井原　健 ｲﾊﾗ ｹﾝ 大利根ＣＣ
岩男　健一 ｲﾜｵ ｹﾝｲﾁ イースト５１
植竹　利明 ｳｴﾀｹ ﾄｼｱｷ メイワビルコン
薄　大勝 ｳｽｷ ﾄﾓｶﾂ フリー
梅山　知宏 ｳﾒﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ アイシグリーンシステム
海老根　文博 ｴﾋﾞﾈ ﾌﾐﾋﾛ フリー
大関　翔 ｵｵｾﾞｷ ｶｹﾙ フリー
大田和　桂介 ｵｵﾀﾜ ｹｲｽｹ 麻倉ＧＣ
大塚　智之 ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾕｷ 光洋会三芳病院
大西 晃次 ｵｵﾆｼ ｺｳｼﾞ 松原Ｇガーデン
大原　俊之 ｵｵﾊﾗ ﾄｼﾕｷ フリー
岡部　大輔 ｵｶﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 桜の宮ＧＣ
小川　文也 ｵｶﾞﾜ ﾌﾐﾔ 阿見ＧＣ
小倉　雅人 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾄ フリー
尾崎　慶輔 ｵｻﾞｷ ｹｲｽｹ 平川ＣＣ
小山内　護 ｵｻﾅｲ ﾏﾓﾙ フリー
小田　新 ｵﾀﾞ ｼﾝ 鹿児島高牧ＣＣ
小野寺　邦夫 ｵﾉﾃﾞﾗ ｸﾆｵ 小野万
甲斐　慎太郎 ｶｲ ｼﾝﾀﾛｳ 国際スポーツ振興協会
勝又　崇之 ｶﾂﾏﾀ ﾀｶﾕｷ フリー
加藤　俊英 ｶﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 羽川エンタープライズ
加納　豊和 ｶﾉｳ ﾄﾖｶｽﾞ ブリヂストンスポーツアリーナ
亀井 美博 ｶﾒｲ ﾖｼﾋﾛ フリー
川岸　良兼 ｶﾜｷﾞｼ ﾘｮｳｹﾝ フリー
川口　雅晴 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ フリー
河瀬　賢史 ｶﾜｾ ﾏｻﾌﾐ アマング
川根　隆史 ｶﾜﾈ ﾀｶﾌﾐ 東京ＧＣ
菊地　章仁 ｷｸﾁ ｱｷﾋﾄ フリー



貴田　和宏 ｷﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 湘南ＣＣ
北川　祐生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｷ 取手国際ＧＣ
北田　隼土 ｷﾀﾀﾞ ﾊﾔﾄ 南長野ＧＣ
木下　康平 ｷﾉｼﾀ ｺｳﾍｲ ＴＫＵテレビ熊本
小池　秀夫 ｺｲｹ ﾋﾃﾞｵ フリー
小浦　和也 ｺｳﾗ ｶｽﾞﾔ フリー
近藤　啓介 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 南山ＣＣ
斎藤　光博 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 岡部チサンＣＣ
坂牧　優太 ｻｶﾏｷ ﾕｳﾀ フリー
坂本　聡 ｻｶﾓﾄ ｻﾄｼ 鳩山ＣＣ
櫻井　將大 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 霞ヶ関ＣＣ
佐藤　圭介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ フリー
佐藤　瞬 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 太平洋Ｃ益子ＰＧＡコース
猿田　勝大 ｻﾙﾀ ｶﾂﾋﾛ 石岡ＧＣ
篠崎　晃司 ｼﾉｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 芳賀ＣＣ
清水　一浩 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ フリー
庄田　晋也 ｼｮｳﾀﾞ ｼﾝﾔ Ｇアカデミーイーグル１８
菅間　隆夫 ｽｶﾞﾏ ﾀｶｵ 西大宮Ｇガーデン
杦本　晃一 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｲﾁ フリー
杉山　知靖 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾔｽ レイクウッドコーポレーション
鈴木　一徳 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ フリー
鈴木　貴也 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾔ フリー
鈴木　宏 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 中野学園
鈴木　之人 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾄ フリー
髙橋 竜彦 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾋｺ 浜通り交通
滝　雅志 ﾀｷ ﾏｻｼ 太平洋Ｃ益子ＰＧＡコース
田口　裕二 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ ゴルフレンジニューミナト
竹内　大 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲ 鴻巣ＣＣ
竹内　寿樹 ﾀｹｳﾁ ﾋｻｷ フリー
田崎　敏紀 ﾀｻﾞｷ ﾄｼﾉﾘ 東急スポーツシステム
谷川　泰輔 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀｲｽｹ ヒルトップ横浜
靏見　大樹 ﾂﾙﾐ ﾀﾞｲｷ フリー
寺岡　裕隆 ﾃﾗｵｶ ﾋﾛﾀｶ フリー
東家　賢政 ﾄｳﾔ ﾖｼﾏｻ コンフェックス
德世　忠司 ﾄｸｾ ﾀﾀﾞｼ フリー
豊田　陽祐 ﾄﾖﾀ ﾖｳｽｹ 東京ＧＣ
中里　光之介 ﾅｶｻﾞﾄ ｺｳﾉｽｹ 東京ベイ舞浜ホテル
永澤　翔 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｮｳ アローエースＧＣ
中島　徹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 信濃ＧＣ



永田　真樹 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻｷ 越生ＧＣ
中武　力 ﾅｶﾀｹ ﾁｶﾗ ほっかほっかフーヅ
中道　洋平 ﾅｶﾐﾁ ﾖｳﾍｲ 福岡雷山ＧＣ
中山　智 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ 国際スポーツ振興協会
長柄 琢磨 ﾅｶﾞﾗ ﾀｸﾏ フリー
成松　亮介 ﾅﾘﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ ザ・クイーンズヒルＧＣ
難波　政太郎 ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ Ｓｈａｄｏｗ Ｐｏｗｅｒ ＧＯＬＦ
新田　英治 ﾆｯﾀ ｴｲｼﾞ 霞台ＣＣ
野仲　茂 ﾉﾅｶ ｼｹﾞﾙ 横浜ＣＣ
服部　大輔 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ フリー
半田　匠佳 ﾊﾝﾀﾞ ﾀｸﾖｼ 草津ＣＣ
平井　俊光 ﾋﾗｲ ﾄｼﾐﾂ ホームデザイン
平井　宏昌 ﾋﾗｲ ﾋﾛｱｷ フリー
広田　悟 ﾋﾛﾀ ｻﾄﾙ ＴＯＳＨＩＮ
深堀　圭一郎 ﾌｶﾎﾞﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ フォーラムエンジニアリング
福原　翔太 ﾌｸﾊﾗ ｼｮｳﾀ ケイ・ワイ・コーポレーション
古庄　紀彦 ﾌﾙｼｮｳ ﾉﾘﾋｺ 筑波ＣＣ
細川　和也 ﾎｿｶﾜ ｶｽﾞﾔ フリー
細野　達大 ﾎｿﾉ ﾀﾂﾋﾛ エスウェル
牧　智也 ﾏｷ ﾄﾓﾔ フリー
増田　伸洋 ﾏｽﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ フリー
松井　英和 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ フリー
松岡　利樹 ﾏﾂｵｶ ﾄｼｷ 伊香保国際ＣＣ
松田　一将 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ ザ･ロイヤルＧＣ
松村　道央 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾁｵ 吉野電化工業
松本　将汰 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ フリー
丸山　大輔 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ アイテック
三上　英貴 ﾐｶﾐ ﾋﾃﾞｷ フリー
三木　龍馬 ﾐｷ ﾘｮｳﾏ オオモリ・マテリクス
水上　龍樹 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀﾂｷ フリー
三井　純一 ﾐﾂｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ フリー
峯　聖 ﾐﾈ ｻﾄｼ 栃木ＣＣ
嶺岸　政秀 ﾐﾈｷﾞｼ ﾏｻﾋﾃﾞ フリー
簑口　武司 ﾐﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ フリー
宮瀬　博文 ﾐﾔｾ ﾋﾛﾌﾐ アイ・エー・エスエス
本木　利明 ﾓﾄｷﾞ ﾄｼｱｷ ｵﾘﾑﾋﾟｯｸ･ｽﾀｯﾌ足利Ｇｺｰｽ
森　博貴 ﾓﾘ ﾋﾛｷ フリー
森杉　大地 ﾓﾘｽｷﾞ ﾀﾞｲﾁ フリー
両角　弘 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾋﾛｼ 太平洋クラブＧアカデミー　江南校



門田　弥 ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾜﾀﾙ ＪＧＭ霞丘ＧＣ
谷古宇　智紀 ﾔｺｳ ﾄﾓﾉﾘ フリー
矢島　篤 ﾔｼﾞﾏ ｱﾂｼ 太田双葉ＣＣ
矢野　東 ﾔﾉ ｱｽﾞﾏ フリー
矢部　直弘 ﾔﾍﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 江戸崎ＣＣ
山内　拓也 ﾔﾏｳﾁ ﾀｸﾔ 越生ＧＣ
湯本　開史 ﾕﾓﾄ ｶｲｼ フリー
好川　耕司 ﾖｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 長野京急ＣＣ
吉田　賢司 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 桜の宮ＧＣ
吉田　悟 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾙ 取手桜が丘ＧＣ
吉田　謄人 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ らんらん倶楽部
和足　哲也 ﾜﾀﾘ ﾃﾂﾔ フリー


