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せりざわ のぶお たかやま ただひろ こばやし しんたろう やまたに たくま いとう もとき いけだ たかひろ つかざき けいすけ にき たくま
芹澤 信雄 高山 忠洋 ⼩林 伸太郎 ＊山谷 琢真 伊藤 元気 池田 崇宏 墳崎 啓輔 仁木 卓磨

ＴＳＩ スターツ 栃木ミサワホーム ⼩杉カントリークラブ 愛知カンツリー倶楽部 越前カントリークラブ 江⼾崎カントリー倶楽部 フリー
ふじた ひろゆき うえたけ ゆうた さだかた あきお やまなか としやす みねぎし まさひで おかべ こうき まつばら だいすけ くぼた ひろや

藤田 寛之 植竹 勇太 貞方 章男 ＊山中 敏靖 嶺岸 政秀 岡部 孝輝 松原 大輔 久保田 皓也
葛城ゴルフ倶楽部 セガサミーホールディングス アイダ設計 富山カントリークラブ フリー 箱根カントリー倶楽部 フリー 六甲国際ゴルフ倶楽部

すずき りお おおにし かいと ほりかわ みくむ しみず たいが かとう まさあき ともつぐ よしはる よしだ たいき ふじい げんき
鈴木 理央 大⻄ 魁⽃ 堀川 未来夢 ＊清水 大翔 加藤 将明 友次 啓晴 吉田 泰基 ＊藤井 元気

㈲JKS ＺＯＺＯ Wave Energy 中部学院大学 プロフェッショナルワン 東広野ゴルフ倶楽部 東広野ゴルフ倶楽部 佐久⻑聖高等学校
わだ しょうたろう いしかわ わたる えんどう あきら ほり のぶよし あらき だいすけ かわい しょうへい えんどう けんた やすだ よしひろ
和田 章太郎 石川 航 遠藤 彰 ＊堀 信義 荒木 大介 川合 昇平 遠藤 健太 ＊安田 義広

フリー フリー フリー 片山津ゴルフ倶楽部 フリー 泉国際ゴルフ倶楽部 サーティ・ファイブ ⽴山カントリークラブ
むらかみ たくみ きたむら こういち やました かずひろ うちかた とうや ほっこく じょうじ くどう じゅん よしむら あきのり さわい しゅうじ
村上 拓海 北村 晃⼀ 山下 和宏 ＊内潟 柊哉 北國 譲⽃志 工藤 潤 吉村 明恭 ＊沢井 周次

フリー ダック技建 ザ・サイプレスゴルフクラブ ⽇本ウェルネススポーツ大学 中森かいてき薬局 ALPICO GROUP 蓼科高原カントリークラブ ジェイゴルフ霞ケ浦 八尾カントリークラブ
ふるかわ ゆうき かねこ こうた おぎそ たかし むらやま ぎんが かい しんたろう とみだ まさや すぎした よしふみ おおにし たかゆき
古川 雄大 ⾦⼦ 駆大 ⼩木曽 喬 ＊村山 銀河 甲斐 慎太郎 富田 雅哉 杉下 圭史 ＊大⻄ 隆章

フリー フリー フロンティアの介護 東北福祉大学 国際スポーツ振興協会 瑞陵ゴルフ倶楽部 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 能登カントリークラブ
こだい たつや あべ ひろき たけうち ゆうき かわかみ けいせ すしい のぶかず にしむら まさし うえもり だいすけ たかぎ まさと
⼩鯛 ⻯也 阿部 裕樹 竹内 優騎 ＊川上 径世 鮓井 伸和 ⻄村 匡史 上森 大輔 ＊髙木 暢仁

フリー フリー ⻘山高原カントリークラブ 魚津国際カントリークラブ ザ・カントリークラブ・能登 サーボ 城陽カントリー倶楽部 ⾦沢市⽴緑中学校
さとう たいへい いちはら こうだい たけや よしたか いなむら たかひろ やまだ ゆういち えんどう まさと くすだ との さくらい せいじ
佐藤 大平 市原 弘大 竹谷 佳孝 ＊稲村 隆浩 山田 裕⼀ 遠藤 正人 楠田 常乃 ＊桜井 誠仁

クリヤマホールディングス フリー (株)エー・エム・エス 棚山ゴルフクラブ KSP 芹沢インターナショナル フリー 片山津ゴルフ倶楽部
はく よしかず おかだ げんき いまの だいき たかの ひろし さくだ だいち とみおか うしょう よしくわ ゆうた はすぬま けんいち

白 佳和 岡田 絃希 今野 大喜 ＊髙野 浩 作田 大地 冨岡 宇翔 吉桑 佑太 ＊蓮沼 謙⼀
武田産業 ⽇本植生 フロンティアの介護 芦原ゴルフクラブ 片山津ゴルフ倶楽部 片山津ゴルフ倶楽部 各務原カントリー倶楽部 白山カントリー倶楽部

むとう としのり しみず たいせい おおいわ りゅういち たてがみ せんと なかごみ けん なかくき てつや わかはら りょうた ひさだ こうじ
武藤 俊憲 清水 大成 大岩 龍⼀ ＊建守 千都 中込 憲 中茎 哲也 若原 亮太 ＊久田 弘始

フリー ロピア フリー 福井工業大学 フリー やまがたゴルフ倶楽部 フリー 呉羽カントリークラブ
みやもと かつまさ いしざか ともひろ あくつ みきや どひ りゅうせい いがき りく みよし まさのぶ ご しそう なかだ けいすけ

宮本 勝昌 石坂 友宏 阿久津 未来也 ＊⼟肥 龍星 井垣 璃玖 三好 正展 呉 司聡 ＊中田 圭亮
シーミュージック 都築電気 六甲国際ゴルフ倶楽部 ⾦沢学院大学 犬山カンツリー倶楽部 三好ゴルフアカデミー フリー ⾦沢カントリー倶楽部
いけむら ともよ ひさつね りょう かたおか なおゆき たかみや ちさと ふじたかつひろ よしなが ふくみ かわの こういちろう ひさかど ひろし
池村 寛世 久常 涼 片岡 尚之 ＊髙宮 千聖 藤田 勝浩 吉永 福未 河野 晃⼀郎 ＊久門 弘

ディライトワークス ＳＢＳホールディングス フリー 福井工業大学 FKゴルフアカデミー ㈱壮栄 飯田通商 白山カントリー倶楽部
かみい くにひろ こさいひら ゆうわ かたおか だいすけ しま けんじ かわみつ あゆみ よねやま のりいさ あさい ゆうじ よねやま ひろゆき
上井 邦裕 ⼩⻫平 優和 片岡 大育 ＊島 賢司 川満 歩 ⽶山 永⼒ 淺井 勇志 ＊⽶山 博幸

三好カントリー倶楽部 太平洋クラブ Kochi⿊潮カントリークラブ 呉羽カントリークラブ GOLF MEISTER 片山津ゴルフ倶楽部 ⼩杉カントリークラブ 魚津国際カントリークラブ
ハン・リー わたなべ やすし おだ のぶあき げんの とものり いのかわ しょうせい うらぐち ゆうすけ おおの よしのり しょうだ まさる
H・リー 渡邉 康 織田 信亮 ＊源野 智紀 猪川 頌生 浦口 裕介 大野 良徳 ＊庄田 勝
中京陸運 スタイル・エッジ セーレン 朱鷺の台カントリークラブ 平川カントリークラブ ゴルフフォーラム ピコット 大野ジュニアゴルフアカデミー ⽴山カントリークラブ

こばやし まさのり おざき けいすけ きのした ゆうた さわだ あらた やまだ またきち いで つとむ はらだ だいすけ はやし けんじ
⼩林 正則 尾崎 慶輔 木下 裕太 ＊澤田 新 山田 又吉 井出 努 原田 大介 ＊林 建治

フリー 平川カントリークラブ 光莉リゾート＆GOLF 専修大学 白山すぎのこ温泉 わかさカントリー倶楽部 スタートアップスポーツ協会 朱鷺の台カントリークラブ
すし いしがき ゆげ あつし かつまた りょう おぐら りゅうたろう たかた すすむ さわさき やすお おくむら たくみ なかじま けい

すし 石垣  弓削 淳詩 勝俣 陵 ＊⼩倉 隆太郎 髙田 享 澤﨑 安雄 奥村 拓海 ＊中島 奎
悠プロダクション 三木よかわカントリークラブ JPアセット証券 片山津ゴルフ倶楽部 タートルエースゴルフ倶楽部 信楽カントリー倶楽部 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 魚津国際カントリークラブ

まさおか りゅうじ たかやなぎ なおと さかた しゅんすけ よしだ ただはる みうら つよし おおつか たいき まつい ひろき やまだ ひでき
正岡 ⻯⼆ 高柳 直人 坂田 俊介 ＊吉田 宰治 三浦 大志 大塚 大樹 松井 弘樹 ＊山田 秀樹
グランデュール フリー 富士平原ゴルフクラブ 魚津国際カントリークラブ 白山すぎのこ温泉 株式会社A-ｔｒｕｃｋ リバー富士カントリークラブ ⽴山カントリークラブ

くわばら かつのり ひらつか てつじ たなか ひでみち たなだ たかひろ かねこ なおや みしま たいが いけだ りき よこやま たつみ
桑原 克典 平塚 哲⼆ 田中 秀道 ＊田名田 嵩明 ⾦⼦ 直⽮ 三島 泰哉 池田 ⼒ ＊横山 巽

ミズノ㈱ フリー 信和ゴルフ ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 高岡第⼀高校 富士平原ゴルフクラブ 滋賀カントリー倶楽部 ゴルフ パートナー ⽴山カントリークラブ
やまもと たかまさ すずき やすまさ かかず てるみち かたおか こうだい むかい ようすけ やまうら かずき あらい りく まつい だいご

山本 隆允 鈴木 康正 嘉数 光倫 ＊片岡 幸大 向 央介 山浦 ⼀希 荒井 陸 ＊松居 大五
福岡雷山ゴルフ倶楽部 呉羽カントリークラブ エナジック ⾦沢学院大学 リオ⻄山 フリー フリー ⾦沢学院大学

のなか しげる かわせ まさふみ いとう ゆうし おくむら ひろゆき ほそだ なおたか ゆき ともひら かさい ゆうき うえだ たかし
野仲 茂 河瀬 賢史 伊藤 有志 ＊奥村 博之 細田 尚孝 由岐 知平 笠井 優希 ＊上田 高志

横浜カントリークラブ アマング アイシグリーンシステム 八尾カントリークラブ 中森かいてき薬局 愛知カンツリー倶楽部 K'ｓ GOLF LOUNGE ⽴山カントリークラブ
ひが たくや いとう まさみち さるた かつひろ たにぐち ただのり おおうち ともふみ ひらもと やすき あらき とみお たかの まさし
⽐嘉 拓也 伊藤 誠道 猿田 勝大 ＊谷口 忠紀 大内 智文 平本 穏 荒木 東海男 ＊高野 正志
ＴＯＳＨＩＮ 沼津ゴルフクラブ PGM石岡ゴルフクラブ 花尾カントリークラブ レイクグリーンゴルフ倶楽部 悠プロダクション SKゴルフセンター 呉羽カントリークラブ

はせがわ しょうへい えんどう まこと なべたに たいち いちもり みつる
⻑谷川 祥平 遠藤 真 鍋谷 太⼀ ＊市森 満

ＥＬＥＣＯＭ 太平洋クラブ御殿場ウエスト 国際スポーツ振興協会 富山カントリークラブ

1 7:00 1 7:00

№ ＴＩＭＥ № ＴＩＭＥ

2 7:11 2 7:11

3 7:22 3 7:22

4 7:33 4 7:33

5 7:44 5 7:44

6 7:55 6 7:55

7 8:06 7 8:06

8 8:17 8 8:17

9 8:28 9 8:28

10 8:39 10 8:39

11 8:50 11 8:50

12 9:01 12 9:01

13 9:12 13 9:12

14 9:23 14 9:23

15 9:34 15 9:34

16 9:45 16 9:45

17 9:56 17 9:56

18 10:07 18 10:07

19 10:18 19 10:18

20 10:29 20 10:29

21 10:40 21 10:40

22 10:51


