
ＯＵＴ：東 （NO,1) IN ：西 （NO,10) （参加116名）

ＮＯスタート    選  手  名   所                  属 ＮＯスタート     選  手  名   所                  属 ＮＯスタート    選  手  名   所                  属 ＮＯスタート     選  手  名   所                  属
森　克正 霞ヶ関ＣＣ 佐野　修一 レイケン 相磯　太一 鳩山ＣＣ 岡田　正志 エムスリー
加藤 悦男 埼玉ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 加藤　一成 甘楽ＣＣ 中山　智 国際スポーツ振興協会 染谷　朋幸 観音山ゴルフ倶楽部

西川 達彦 東久留米ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ 福沢　孝秋 諏訪湖ＣＣ 大西　晃次 松原ゴルフガーデン 谷古宇　智紀 フリー
○安達　卓史 森林公園Ｇ．Ｃ 西野　正裕 フリー ＊加藤木 慎 日高ＣＣ ＊庄田　雅人 霞ヶ関ＣＣ
中島 秀徳 越生ＧＣ 川崎　憲治 フリー 檜山 英一郎 レイク相模ＣＣ 内田　勝也 フリー
高橋 正博 ㈱リバーサイド 松原 輝雄 和銅ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ 佐野 健太郎 霞ヶ関ＣＣ 白水　将司 霞ヶ関ＣＣ
稲垣　誠一郎 エスアイコーポ 飯山　節男 フリー ＊田口　卓 熊谷ゴルフクラブ ＊小久保　陽太高根ＣＣ
○植田　耕作 森林公園Ｇ．Ｃ 徳永　雅洋 ㈱よこよこ ☆青木　竜真 埼玉平成高 ＊山内 拓也 越生ＧＣ
秋葉 真一 関文ｸﾞﾙｰﾌﾟ 野口　明宏 ファンゴルフスクール 勝又 崇之 霞ヶ関ＣＣ 斎藤　光博 岡部チサンＣＣ
依田　祐輔 フェアウエイクラブ 橋野　寿造 フリー 小林 克也 武蔵ＣＣ 高橋　一美 飯能Ｇ．Ｃ
堀口　渡 高梨子倶楽部 山崎　浩 梨香台ｸﾘｴｲﾄ ＊奥富 基喜 江南Ｇ 西村　和也 霞ヶ関ＣＣ
○神戸　誠 埼玉県ゴルフ協会 桜井　雅人 フリー ☆松本　浩幸 東農大三高 ＊豊田 陽祐 東京GC
加藤 　優 川口グリーンゴルフ 阿久澤　保弘 フリー 佐藤 良威 高根CC
久保　勝美 高根ＣＣ 高須　修 フリー 斎藤　拓也 東松山ＧＣ
＊小暮　匡央 ＫＧＲ 斉藤　真人 フリー ＊中島 涼太 高坂ＣＣ
○小林　正志 埼玉県ゴルフ協会 村田　俊彦 ＴＢＳ緑山ゴルフスタジオ ☆神谷　優太 早稲田実業高
平野　浩作 白岡スポーツセンター 鎌田　博 フリー 貴田 和宏 湘南CC
中山　徹 国際スポーツ振興協会 米倉　始 フリー 宮崎　隆 高根ＣＣ
小林　英次 フリー 木村 武 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾞﾙﾌﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 加藤　将明 フリー
○西野　伸幸 埼玉県ゴルフ協会 吾妻　俊彦 エクセルヒルズＧ練習場 ☆佐藤　隆起 埼玉平成高
清水　洋一 フリー 中村　安男 川口グリーンゴルフ 兼島 賢次 フリー
加藤　仁 国際スポーツ振興協会 中島　徹也 伊勢丹ゴルフ 大熊　洋司 フリー
稗田 美佐男 向原ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ 青木　民也 フリー 櫻井　将大 霞ヶ関ＣＣ
○白戸　翔 埼玉県ゴルフ協会 高橋　一雄 フリー ☆風見　逸貴 東農大三高
平澤 忠明 平成倶楽部 堺谷　和将 フリー
中島　常美 エージーエフ 伊丹 健二 高根ＣＣ
島村　豆至夫 和光ゴルフ 森　実佐樹 フリー
○小林　賢司 森林公園Ｇ．Ｃ ＊永田 真樹 越生ＧＣ
伊田　忠一郎 フォーシ－ズンズＧＣ 高橋　誠 川越ＣＣ
加藤　稔 宿河原ゴルフセンター 明石　亮大 赤城ＣＣ
萩原　浩一 国際スポーツ振興協会 三木　龍馬 フリー
○市川　清 森林公園Ｇ．Ｃ ＊茂木　亮 岡部チサンＣ．Ｃ .
菱沼 孝至 フリー 佐藤　圭吾 フリー
福沢　義光 フリー 原　朋希 ゴルフプラザイセサキ

長谷川　正樹 七里ゴルフガーデン 坂本　聡 鳩山ＣＣ
○田中　俊行 埼玉県ゴルフ協会 ＊平山　勲 ＫＧＲ
山崎　久男 フリー 星野 真志 武蔵ＣＣ
萩原　安造 フリー 松上 和弘 霞ヶ関ＣＣ
小山内　裕仁 日本橋三越 柳沢　伸祐 ビバゴルフ
○相田　芳男 森林公園Ｇ．Ｃ ＊小田切俊樹 ＫＧＲ

＊印は研修生、☆印はジュニア、〇印はアマチュア、無印はプロ。
※この組合せは欠席者がでた場合、変更することがあります。

ＩＳＰＳハンダオープン　 翔んで埼玉 大 会

　　　　 <埼玉　群馬　長野　新潟> 　             組 合 せ 及 び ス タ ー ト 時 刻       　　　　　　　　開催コース：森林公園GC　　         開催日：平成28年3月15日(火）
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5 8:18 15 9:38 5 8:18
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