
 ２０２０年度各ＴＣＰ選手権　予選　出場決定会場（0731現在）

麻谷　政彰 大野　博司 澤口　清人 竹村　路巨 藤波　尚 山本　比嘉利
阿部　歩 大森　義彦 志川　大樹 田中　翔 堀内　一樹 吉岡　達也
天野　弘樹 大山　トギ 柴崎　康人 田村　大作 堀野　晃二 渡邉　和茂
新井　好昭 加嶋　寿人 島袋　直人 丹野　宏紀 本田　毅
稲田　達二 金子　修 島村　豆至天 常住　治臣 桝谷　康宏
井上　靖 加納　豊和 志村　一真 常住　真生 松井　丈
今井　貴史 川口　順弘 白井　弘典 遠山　雄大 三上　英貴
今井　広幸 北芝　智彦 白﨑　一基 豊田　崇秀 峯岸　正和
薄葉　勲 金　一漫 鈴木　草寿 仲手川　将 村井　宏貫
内田　佳吾 鯉淵　寿 鈴木　孝幸 長野　英樹 本橋　健生
内田　将盛 小浜　亮二 鈴木　タケル 中村　哲也 両角　弘
内山　共和 小林　一登 鈴木　洋二 長柄　琢磨 矢嶋　寛之
遠藤　将也 小林　由昌 須藤　治樹 楢原　寛臣 矢島　嘉彦
大木　昌幸 小宮　拓郎 髙岡　淳一 成毛　雄一 安田　寛之
大沢　武志 坂上　陸郎 高澤　和幸 野坂　知希 山口　章太
太田　将太 櫻井　一輝 髙野　光司 長谷部　道明 山崎　真也
大野　和良 佐竹　晶 高橋　正博 平石　護 山﨑　徳之

会場：小野東洋ＧＣ　　日程：8月17日(月)～8月18日(火)

粟田　祐二 香川　広高 坂本　望実 原田　正孝 松本　貫 山田　修平
石田　寛樹 加来　夏樹 阪本　勇吾 秀石　真一 丸岡　靖大 山田　真也
伊藤　佳祐 梶原　崇弘 柴田　忠則 廣瀬　史典 丸茂　律 山田　航
伊東　諭史 金川　伍 清水　宏児 福廣　隼人 三好　輝 山本　明秀
井上　祐文 金島　俊成 下田　一成 福家　智洋 村上　恭平 吉村　竹朗
岩本　隆 神原　諒 竹林　京祐 藤田　勝浩 森　比呂志
上阪　康弘 木口　宙紀 橘　良太 藤本　誠也 森　裕典
上村　絢也 木米　晋太郎 田中　力 藤本　真宏 森　友希
大皿　賀詔 小嶋　彰洋 寺澤　宜紘 文山　宏一 森本　哲司
大原　勝也 小谷　陽介 百海　統 堀田　琢也 森本　英明
岡本　和也 小松　正 内藤　裕之 前田　昭一 山内　寿晃
奥山　紘章 齊藤　真悟 永田　吉秀 前田　直樹 山崎　良哉

青木　邦夫 加藤　和人 佐藤　一篤 田原　匠 原　朋希 森　浩和
青木　秀敏 嘉藤　貴志 佐藤　一成 玉利　克幸 原田　啓司 森本　康正
赤石　隆 金本　圭史 佐藤　芳行 田谷　信介 久田　順也 柳橋　章徳
浅井　幸彦 上條　栄次郎 塩澤　佑基 田屋　将英 平野　茂 安岡　幸紀
足立　智明 川口　将司 篠塚　明宏 土田　泰輝 平松　将 矢野　秀実
跡田　重将 川原　正二朗 清水　政志 角田　博満 廣田　育千 山崎　第一郎
荒木　伸也 河原　雅彦 新熊　直樹 鶴巻　高太郎 深澤　将彦 山﨑　政美
安藤　佑一 菊池　英祥 新藤　光輝 内藤　美行 藤代　健太郎 山崎　義洋
石井　哲臣 岸副　哲也 菅原　慎一 長坂　充高 藤原　浩一郎 山下　雅之
市原　聖城 工藤　広治 菅原　大地 中里　和廣 藤原　孝人 横須賀　寛之
伊藤　弘通 久保　素哉 杉山　太一 長田　幹 星野　陽 吉田　賢司
稲田　優 倉　理法 鈴木　宏 中村　英啓 堀込　裕也 吉田　謄人
入澤　信行 黒沼　光明 関　雅史 中村　勝 本多　俊弘 渡邊　英治
上田　晃弘 桑原　孝彰 高木　精一 長本　広治 増田　寿志
植戸　栄貴 桑山　敦志 髙田　匡志 永山　方久 松澤　良樹
鵜川　真生 後藤　晋 高野　順二 難波　政太郎 松本　宗矢
梅谷　和久 小林　孝裕 髙橋　一貴 西村　将之 三觜　喜一
岡野　友和 小栁　栄輝 髙橋　直哉 長谷川　泰之 南田　陽平
小倉　大悟 斉藤　瞬 太崎　敬介 服部　佳文 美濃部　圭
長田　潤 斉藤　崇人 立花　満 花城　将栄 宮川　裕圭
尾上　吉佳 櫻井　大輔 田中　晋太郎 林　祐樹 森　多可志

＊③東（宍戸CC）：申込人数が定員を超過したため、当会場への変更は不可とします。

第22回TCP選手権大会ゴルフパートナーズカップ　予選　　①東
会場：高坂ＣＣ･米山コース　　日程：8月13日(木)～8月14日(金)

第22回TCP選手権大会ゴルフパートナーズカップ　予選　　②西

第22回TCP選手権大会ゴルフパートナーズカップ　予選　　③東
会場：宍戸ヒルズＣＣ･東コース　　日程：9月1日(火)～9月2日(水)



 ２０２０年度各ＴＣＰ選手権　予選　出場決定会場（0731現在）

赤尾　明 岡本　光康 北原　昌敏 佐藤　恭成 中原　元昭 村上　英士
秋山　健一 小川　哲司 木村　慶二郎 佐藤　優介 浪花　建太郎 森川　直英
芦田　貴裕 奥　智将 金原　光宏 座馬　直隆 橋詰　陽介 藪野　昌浩
阿部　達徳 奥　雅次 具志堅　真 塩見　聡 早川　佳智 山下　真也
石井　雄二 奥田　晃一 楠　和照 瀬川　和也 平嶋　貴晴 山田　謙二
出原　数生 梶原　恵介 國枝　泰幸 高橋　秀昌 福井　規人 山田　慶樹
今泉　学 勝浦　清和 熊谷　朗人 瀧瀬　誠 福田　将志 山中　義仁
岩津　賢典 金村　吾策 小﨑　基司 田中　晃嗣 藤廣　健一 横田　良一
岩本　仁志 鎌田　崇司 小藤　孝 田中　雄亮 牧　寛之 若生　大介
上田　祐太 川合　典孝 小宮　久光 谷口　賢太 松川　明敬 若杉　和浩
江﨑　大樹 川久保　貴志 斉藤　功樹 田畑　辰徳 水田　賢一 渡辺　雄太
大西　辰奈 川村　喬史 酒井　康弘 鍔田　一幸 南川　恭朗 渡部　正浩
大西　学 北　善文 榊原　章広 戸谷　剛士 向　央介
岡本　篤人 北西　進弥 坂口　彰敏 中田　正憲 村上　哲人

相賀　祥吾 大蔵　勇人 片野　隼也 佐々木　康介 田渕　智寛 町島　久晴
青木　洋明 大田　剛 加藤　宏 佐々木　博志 塚原　央嗣 松崎　俊一
秋元　幸広 大原　光貴 日下　淳 佐藤　壮 土屋　康隆 松本　謙一
麻田　隆司 岡田　健人 栗原　一浩 佐藤　真弘 富田　貴仁 水野　良明
荒井　聡 岡野　義隆 黒木　隆太郎 三戸　忠幸 冨永　興ノ介 南　浩一
荒川　淳 岡原　行宏 桑田　泉 三瓶　謙治 中園　貴暁 宮城　集
新崎　大樹 岡山　敬章 越川　泰伸 柴田　泰嗣 中村　嘉徳 宮城　健太
有馬　高志 小川　厚 小菅　隆志 清水　一浩 長本　広範 武藤　伸行
安藤　豪 小川　翼 小平　裕介 正田　真理 中山　雅俊 村田　章悟
石井　直樹 小川　泰弘 後藤　真一郎 進　イグナシオ　敬介 新田　大輔 村松　義孝
伊藤　敦 奥村　将士 後藤　佑介 新宮　忠治 庭瀬　敏和 谷内　修也
伊藤　繁 奥山　直人 小林　智人 鈴木　聖一 長谷川　貴樹 山下　陽平
伊藤　優 小倉　宏 小林　曜 鈴木　敬士 長谷山　雅士 山本　大寿
猪子　匡史 尾崎　秋彦 小峯　裕樹 鈴木　達仁 林　稔 山本　剛志
今井　健太郎 長利　剣 近藤　信忠 髙津　寛人 原田　岳 吉住　彰康
岩立　賢一 小澤　一馬 崔　貴憲 高橋　史人 樋村　隆二 吉田　真典
宇崎　利洋 小野　秀昭 斉藤　栄 竹内　寿文 福島　誠 渡辺　秀昭
内海　大祐 尾山　智洋 齊藤　弘行 竹渕　淳 福田　智彦
海老沢　俊幸 加古　貴昭 酒井　柾輝 田坂　哲也 古橋　一将
遠藤　大輔 笠原　雅彦 櫻井　久士 田代　勉 本多　正幸

＊⑤東（宍戸CC）：申込人数が定員を超過したため、当会場への変更は不可とします。

青木　民也 奥田　新一郎 小坂　七七子 多田　泰善 野上　哲穂 三山　タカ博
秋山　信一 小山内　裕仁 小林　一也 田中　耕介 野口　明宏 牟田　脩二
荒川　知久 落合　祐 小林　康弘 田中　龍彦 野中　哲男 村居　道浩
池上　竜二 小野　精二 小松　康伸 徳永　雅洋 野村　誠 村田　俊宏
石川　剛治 笠原　純男 小室　英明 鳥海　博文 橋野　寿造 村山　浩史
礎　康之 勝山　尚樹 小谷内　哲 永井　滉之 畠山　英三 室原　正寧

稲垣　誠二郎 加藤　修 斎藤　眞人 中川　嘉啓 林　孝則 森田　勲
伊能　文俊 加藤　優 佐藤　弘昭 中島　孝仁 半沢　岳 森田　直樹
岩崎　雅人 金本　洋人 重久　徹 中島　徹也 半田　実 山口　和人
岩本　博 鴨林　猛徳 杉田　文則 中根　初男 平井　幹男 山崎　浩
内田　豊 河内　耕二 鈴木　崇章 中村　晃 平林　孝一 山高　孝信
榎本　俊一 川崎　信弥 鈴木　信 中村　修 布施　武雄 吉鹿　喜一郎
榎本　裕明 川島　憲二 髙須　修 中村　達朗 渕上　博俊 和田　松雄
大谷　正城 川瀬　秀一郎 高田　三八繁 中村　安男 増田　健 渡邊　達
大庭　長人 川端　勝則 髙津　裕彦 波木　俊夫 増田　哲仁 和智　正哉
大山　努 菊池　祝男 高場　隆義 西川　達彦 松田　守功
小川　強 久保田　剛司 竹内　良明 西野　正裕 丸山　一美

会場：チェリーヒルズＧＣ･KING・QUEENコース　　日程：9月3日(木)～9月4日(金)

第22回TCP選手権大会ゴルフパートナーズカップ　予選　　⑤東
会場：宍戸ヒルズＣＣ･東コース　　日程：9月10日(木)～9月11日(金)

第16回ＴＣＰシニア選手権大会・第9回グランドシニア選手権大会　予選　　⑥東
会場：潮来カントリー倶楽部･OUT/南コース　　日程：8月25日(火)～8月26日(水)

第22回TCP選手権大会ゴルフパートナーズカップ　予選　　④西
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赤澤　勝紀 岡村　裕司 小林　浩二 田畑　雅章 平尾　勝利 山西　知孝
足森　建作 小倉　克司 小林　正巳 中桐　祐幸 深江　秀典 山本　千秋
安藤　弘通 甲斐　範昭 小山　俊一 中口　誠 松岡　讓 渡邊　昭男
石野　貴裕 上手　喜博 坂元　修二 中島　信介 松村　弘信 渡辺　康弘

一ノ瀬　喜一郎 川合　典弘 佐松　勇人 永田　隆久 松本　紀彦
伊藤　得剛 姜　智允 澤﨑　誠 永松　利朗 萬川　猛
井戸木　靖之 菊一　利彦 柴田　新一 西尾　全司 宮武　数行
臼井　大祐 北川　信次 志保　浩嗣 西川　貴祥 武藤　雄二
大重　真 木原　辰也 住田　安朗 花山　義孝 盛田　昌靖
大谷　佳史 児玉　裕士郎 高崎　龍雄 馬場　浩一郎 山口　恵司
大野　勲 後藤　敏夫 谷中　宏至 平井　豊 山田　耕治

相羽　鉦弘 大野　裕仁 河本　弘富 田中　陽海 野々口　宗弘 松永　圭史
青山　憲昭 大原　一起 北嶋　隆一 田辺　正之 浜田　節夫 萬代　寛之
浅澤　敬和 大東　将啓 後藤　浩三 辻垣内　新太郎 早川　正一郎 水並　茂
浅野　展行 岡田　昌也 小林　吉美 寺岡　卓次 平井　克昌 守田　耐
旭　康博 岡本　耕 小山　宜孝 寺田　寿 福崎　哲弥 守屋　克彦
新井　哲生 岡元　憲男 近藤　順司 内藤　正 福本　秋彦 森山　直輝
飯田　秀雄 奥山　克也 篠原　慎吾 長瀬　忠雄 藤井　康弘 安田　徹
池田　嘉一 尾辻　茂治 下仲　忠司 中田　守 藤田　健一 山住　成彦
今井　和浩 開原　一晃 大鵬　健二 中野　勝仁 堀口　徹 山田　博也
入江　和彦 賀川　康弘 高木　信哉 中山　清治 前岡　元 山本　茂史
江口　三彰 金山　泰秀 高橋　孝輔 中山　秀孝 正木　孝志 吉本　志郎
大下　雅英 河井　良二 髙橋　渉 中山　博志 松尾　和樹 渡辺　勝美
大谷　勝善 川上　善照 竹下　忠直 西口　稔 松尾　登志彦

秋元　経男 小川　清二 小嶋　光康 勢能　純 春川　昌丈 宮澤　秀成
淺沼　雄次 小川　英哉 小高　猛 高橋　一雄 菱沼　孝至 森　英一
浅原　淳一 小倉　雅人 小浜　賢 高橋　秀樹 人見　雅人 森　正洋
安齋　隆文 影山　一成 小林　久幸 高橋　完 広瀬　浩一 安河内　朗
飯田　直樹 梶ヶ谷　孝宏 小日向　進 田中　勝則 深澤　幸雄 安田　有志
石神　明美 加藤　一成 坂本　修二 田中　文雄 藤井　誠 安林　圭孝
板橋　正明 加藤　勝己 坂本　浩 出越　雄二 星　清 山口　雄三
今西　俊夫 加藤　孝春 佐々木　弥市 手塚　康之 前橋　秀志 山崎　伸明
岩井　勝義 加藤　寛 佐藤　滋行 寺田　弘幸 増田　磨也 山本　清
岩永　雅洋 加藤　雄二 佐藤　正一 時澤　麿佐 松尾　一典 吉田　誠
上田　栄民 金子　時男 佐藤　巧 豊福　守 松原　修 吉田　康
宇田川　修一 狩野　治夫 澤井　真琴 内藤　信男 松本　剛 吉成　文伸
海老沢　昌平 加茂　靖倫 澤田　潔 中島　孝之 真中　幸雄 米田　竜次
遠藤　陽一 川合　憲次 下觸　康一朗 名執　彰 丸山　貢 和田　洋一
大口　卓雄 川口　伸二 白井　恭 西崎　洋史 三浦　勝己 渡部　善一
大関　孝則 吉楽　篤志 代田　剛 野内　尚美 皆川　昇 渡辺　敬博
大谷　好美 木村　武 杉山　誠 蘒原　昇 南　堅悦 渡邉　則夫
大野　雅幸 黒田　正夫 鈴木　政美 萩原　安造 嶺井　克文 渡辺　義徳
大橋　紀彦 小池　泰輔 角谷　雅美 橋本　日都 峯岸　秀雄
大森　均 越塚　義文 関　宣仁 浜野　治光 宮澤　一賀

会場：小野グランドＣＣ･NEWコース　　日程：8月26日(水)～8月27日(木)

第16回ＴＣＰシニア選手権大会・第9回グランドシニア選手権大会　予選　　⑧西
会場：美奈木ＧＣ　　日程：9月8日(火)～9月9日(水)

第16回ＴＣＰシニア選手権大会・第9回グランドシニア選手権大会　予選　　⑨東
会場：ロックヒルＧＣ･レイクコース　　日程：9月15日(火)～9月16日(水)

第16回ＴＣＰシニア選手権大会・第9回グランドシニア選手権大会　予選　　⑦西



 ２０２０年度各ＴＣＰ選手権　予選　出場決定会場（0731現在）

相澤　達也 大谷　朗 窪田　正二 関　信夫 野崎　隆 溝垣　佳一
青木　佐登司 大槻　ひろし 栗原　正美 関根　孝二 野島　修 三橋　知徳
赤塚　智徳 大野　明秀 木暮　俊介 関根　将了 橋口　恵孝 南澤　聡
赤松　正祐紀 大野　芳宏 小高　淳裕 先﨑　信雄 橋田　篤弘 宮川　一男
天野　利之 大部　丈治 小林　豊司 高市　康宏 橋爪　信彦 武藤　厚郎
有松　義信 大森　利郎 小林　秀之 髙瀬　洋樹 橋本　純 柳原　英夫
飯泉　威志 小川　賢一 今野　忠廣 高松　次郎 林　武司 山内　健司
石田　聡 桶田　秀樹 斉藤　秀一 滝口　禎昭 比嘉　強 山内　聡
石原　明 小澤　徹 齋藤　伸哉 巽　英樹 福岡　忠志 山口　裕二
泉谷　一雄 小野寺　邦夫 齋藤　浩明 棚沢　博 福田　尚也 山田　年之
井出　紀貞 影山　政夫 坂田　行夫 千葉　修司 藤本　茂 横田　信敬
井上　雅雄 影山　龍司 佐藤　秀彦 土屋　寿夫 堀　秀夫 横山　正道
今西　圭介 笠井　義久 佐藤　裕児 椿　智仁 曲山　正廣 吉新　且規
今村　龍一 鎌田　雅靖 澤田　晃 釣谷　伸二 巻口　唯男 渡邉　浩
岩瀬　浩昭 亀井　崇雄 渋田　昌仁 鴇田　勉 増田　信太郎 渡辺　学
牛山　正則 狩野　正敏 渋谷　直和 德世　忠司 増田　康弘
薄井　秀也 川上　登 清水　剛一 戸羽　隆 松井　俊之
内田　政美 北原　成史 四宮　勉 富田　研二 松本　文和
宇野　剛 金　鍾鎭 白石　光哲 中司　悟 三澤　利行
江口　智 久我　明 鈴木　政幸 中西　泰文 水谷　英喜

大久保　博元 工藤　隆治 関　高夫 西川　健一 水野　和徳

会場：ロックヒルＧＣ･ロックコース　　日程：9月17日(木)～9月18日(金)

第16回ＴＣＰシニア選手権大会・第9回グランドシニア選手権大会　予選　　⑩東

会場決定通知は郵送しています。（７月27日・２８日発送）

欠席及び会場変更については、以下のＱＲコードを読み取っていただくか、ＵＲＬ

（https://forms.gle/F79oPAVbCdbZuZv96）から手続きを行ってください。


