
2020年3月3日(火）日神カップ千葉オープンゴルフトーナメント2020 レギュラープロ予選会 南総カントリークラブ　

ＯＵＴ ＩＮ 参加者106名 敬称略
小川 厚 サンヒルズＣＣ 齊藤 陸 フリー 森 博貴 ヒップスタイルホールディングス 御子柴 一輝 オリエンタル観光
藤代 健太郎 MAC.ent.co.,ltd. 浅田 史樹 フリー 岩崎 誠 株式会社ホームデザイン 加藤 祐輔 株式会社パワーゴルフレンジ
林 稔 スポーツクリエイト 吉田 謄人 らんらん倶楽部 石毛 巧 エパックアカデミー 金 智宇 フリー

高橋 大輝 サザンヤードカントリークラブ 美濃部 圭 フリー
栗原 一浩 (株)ブラジル 野本 一平 カレドニアンGC 秋元 幸広 ゴルフファンプ東京 宮内 孝輔 フリー
丹波 久 大栄ＣＣ 百目鬼 光紀 フリー 井野 祐輔 真名カントリークラブ 秋田 風真 フリー
長船 佑紀 フリー 吉本 裕貴 フリー 新田 英治 霞台CC 大和久 京二郎 カレドニアンGC
太田 直己 フリー 川﨑 政志 フリー 山本 亨 カレドニアンゴルフクラブ 尾山 智洋 フリー
佐藤 貴一 カレドニアンゴルフクラブ 毛利 一成 フリー 伊藤 弘通 フリー 波多江 崇 千葉カントリークラブ梅郷コース
池内 慧 白水ゴルフ 石渡 和輝 フリー 樫本 剛平 テクノサイエンス株式会社 小川 詠次郎 フリー
水流 功伸 フリー 渡邊 賢人 フリー 神田 大介 フリー 伊藤 敏明 フリー
橋本 隆広 フリー 藤田 雄紀 太平洋クラブ成田コース 安藤 稜平 ダイナミックゴルフ茂原 松井 優樹 RIZAPGOLF
磯ヶ谷 優樹 カレドニアンゴルフクラブ 小田切 俊樹 上高井戸歯科六本木 松井 弘樹 我孫子ゴルフ倶楽部 田代 勉 サンヒルズカントリークラブ
佐藤 宗太 フリー 谷浦 祐治 フリー 徳永 弘樹 サンヒルズカントリークラブ 中田 範彦 フリー
泉川 メイソン 我孫子ゴルフ倶楽部 深沢 尚人 アリスマジック 牧野 充宏 南山cc 高野 碧輝 フリー
村上 拓海 無し 深堀 雷斗 フリー 工藤 広治 フリー 阿部 大輔 株式会社エヌプラス
飯沼 大輔 Accuracy Golf Studio 伊東 一樹 姉ヶ崎カントリー倶楽部 久我 拓也 ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 中島 凉太 高坂カントリークラブ
新田 大輔 フリー 大竹 泰輔 我孫子ゴルフ倶楽部 中里 光之介 東京ベイ舞浜ホテル 勝俣 陵 JPアセット証券
佐野 健太郎 飯能ゴルフクラブ 佐々木 康介 ダイナミックゴルフ千葉 阿久津 由生 総武カントリークラブ 織田 崇裕 太平洋クラブ江南コース
黒澤 翼 39ゴルフレンジ 大西 晃次 松原ゴルフガーデン 成田 祐輔 虹の丘ゴルフプラザ 佐藤 圭介 フリー
伊藤 佑希 デザイン・ワークス 河村 拓磨 ARIZ 荒井 陸 フリー 神山 直樹 鳩山カントリークラブ
石坂 友宏 日本ウェルネススポーツ大学 後藤 佑介 東京ゴルフプラザ 菅原 和穂 共栄ゴルフ 狩野 拓也 ゴルフサロンJOKER
松本 正樹 フリー 岩間 貴成 ゴルフプラザトーヨー 平石 健太 フリー 和久津 大飛 越生ゴルフクラブ
野呂 涼 フリー 酒井 南雄人 フリー 照沼 恭平 サングッドゴルフ練習場 小出 遼 フリー
黒岩 輝 フリー 太田 祐一 フリー 宮内 希幸 アクアラインゴルフクラブ
河内 勝行 鶴舞カントリークラブ 矢澤 洋次郎 八重洲ゴルフライフ 上野 晃紀 フリー
高野 欣也 ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 小野田 英史 棚倉田舎倶楽部 池田 春樹 フリー
北川 祐生 取手国際ゴルフ倶楽部 水上 龍樹 フリー 山中 岳志 フリー

※注意 1.　組合せは当日多少変更になる場合がありますので、早め（スタート時間３０分前）にご来場ください。 共催：千葉県プロゴルフ会
2.　スタート１０分前にはスタート地点にご集合ください。（当日のルール説明等があります。）
3.　上位１０名が本戦出場+１名がウエイテイング　　タイが生じた場合１８番からのカウントバック お問い合わせ
4.　悪天候・その他で全員がホールアウトできない場合は９ホールで成立し、両サイドから通過者を決めます。 千葉県プロゴルフ会
　　その場合は最終ホールからのカウントバック cpga09061257272@docomo.ne.jp　
5.　予選会のみ距離測定器使用ＯＫ・高低差もＯＫ（本戦は不可×） ０９０－６１２５－７２７２
6.　競技規則及び注意事項の追加・変更等があった場合は、クラブハウス内に掲示いたします。
7.　ハウスオープンは６：３０～
8.　ハーフ後昼食に入ります。（昼食付　セルフプレー）
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