
ＯＵＴ：東（NO,1) IN ：西 （NO,10) （参加183名）
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S新井規矩雄 日高カントリー倶楽部 S平澤　忠明 平成倶楽部　鉢形城C 両角　弘 太平洋クラブ江南 兼島　賢次 フリー

S鷹巣　南雄 鹿野山ゴルフ倶楽部 小林　克也 武蔵カントリークラブ 小林　一登 高麗川カントリークラブ 矢島　篤 群馬県プロゴルフ会

S菊地　勝司 フリー ＊阿久津　智 鳩山カントリークラブ ＊新村　簾 霞ヶ関カンツリー倶楽部 〇鬼塚　義久 日高カントリー倶楽部

〇小俣小太郎 フリー 〇武政憲一郎 平成倶楽部　鉢形城C 〇奥村　康徳 埼玉プロ会推薦 ＊笠原　悠揮 フリー

宮崎　隆 高根カントリー倶楽部 内田　勝也 フリー 山下　雅之 中台ゴルフセンター 加嶋　寿人 目黒ゴルフ練習所

白水　将司 霞ヶ関カンツリー倶楽部 大西　晃次 松原ゴルフガーデン 宮原　文幸 インナーユニットワークス 谷古宇　智紀 フリー

靍見　大樹 大宮Ｃ・Ｃ 星野　真志 武蔵カントリークラブ 佐藤　良威 学院キャリアバス ＊小暮　匡央 ロッキースタジアム

〇園部　潤 中央学院大学 〇相田　芳男 フリー 〇細沼　実 埼玉県ゴルフ協会 〇明石　諭 長瀞カントリークラブ

S秋葉　真一 関文グループ Ｓ齋藤　眞人 フリー S清水　洋一 フリー 笠原　雅彦 フリー

加藤　将明 Ｉ・Ｐ・Ｉ 遠藤　大輔 フリー 坂本　聡 鳩山カントリークラブ 豊田　崇秀 カゴハラゴルフ

島田　隆央 フリー 〇中山　和昭 松原ゴルフガーデン ＊笠原　将揮 大宮ゴルフコース 〇木村健太郎 埼玉県ゴルフ協会

〇関澤　誠 埼玉県ゴルフ協会 〇津村　竜浩 日高カントリークラブ 〇白浜　秀樹 フリー ＊小倉　幸也 大宮ゴルフコース

S室田　淳 長寿の里 寺岡　裕隆 フリー S久保　勝美 高根カントリー倶楽部 鈴木　寛 飯能ゴルフクラブ

鈴木　一徳 フリー 森　実佐樹 フリー 中善寺　宗弘 武蔵カントリークラブ 増田　寿志 フリー

松上　和弘 霞ヶ関カンツリー倶楽部 ＊中島　涼太 高坂カントリークラブ 〇斉藤　友直 埼玉県ゴルフ協会 〇高山　知晃 埼玉県ゴルフ協会

〇宮本　清 高坂カントリークラブ 〇宍戸　重一 東松苑G.C ＊奥富　基喜 ㈱カゴハラゴルフ ＊小久保陽太 高根カントリー倶楽部

堺谷　和将 フリー S南　堅悦 リトミックゴルフ Ｓ長谷川正樹 七里ゴルフガーデン S小山内裕仁 埼玉プロ会推薦

佐藤　圭悟 フリー 髙橋　直也 フリー 佐野　健太郎 飯能ゴルフクラブ 矢島　嘉彦 フットイン

萩森　英道 オリンピックＣ・Ｃ 中　庸行 栃木県プロゴルフ会 〇小川　文平 埼玉県ゴルフ協会 〇根津　博嗣 埼玉県ゴルフ協会

☆内田　直輝 作新学院高校 〇青野　浩明 フリー ＊田中　秀平 日高カントリー倶楽部 ＊岡地　直紀 KGR

Ｓ加藤　優 川口グリーンゴルフ 伊佐　専禄 群馬県プロゴルフ会 Ｓ萩原　安造 フリー S酒井　一茂 新富ゴルフプラザ

相磯　太一 鳩山カントリークラブ 髙橋　一美 フリー 浦江　泰史 霞ヶ関カンツリー倶楽部 中村　勝 斉藤企画

＊永田　真樹 越生ゴルフクラブ ＊岩本　一陽 霞ヶ関カンツリー倶楽部 澤口　清人 狭山ゴルフクラブ 〇木村　正伸 群馬県ゴルフ連盟

☆平野　誠一 行田中学校 〇佐藤　力 日高カントリークラブ 〇山口　洋一 フリー ＊金子　将也 霞ヶ関カンツリー倶楽部

Ｓ菱沼　孝至 フリー Ｓ青木　繁之 フリー 桧山　英一郎 レイク相模C.C S影山　一成 フリー

岡田　正志 エムスリー 加藤　和人 小金井カントリー倶楽部 齋藤　光博 岡部チサンカントリーC 志村　一真 (有)シン・トレーディング

櫻井　將大 霞ヶ関カンツリー倶楽部 大塚　智之 光洋会　三芳病院 笠原　瑞城 フリー 〇渡辺　顕展 埼玉県ゴルフ協会

〇小林　聡 フリー 〇井草　洋一 群馬県ゴルフ連盟 〇本澤　顕一 日高カントリークラブ ＊佐藤　宇絋 フリー

Ｓ稗田美佐男 向原Ｇセンター Ｓ西野　正裕 フリー Ｓ船渡川育宏 船渡川ゴルフ研修所 牧　智也 フリー

斉藤　拓也 東松山Ｃ　・Ｃ 髙橋　誠一 大宮ゴルフコース 〇因泥　武彦 フリー 〇髙橋　一誠 埼玉県ゴルフ協会

三木　龍馬 武蔵カントリークラブ 鈴木　貴也 フリー 〇黒沢　三郎 フリー ＊飯田　智一 Ｓ・Ｗ

〇坂場　大希 東京国際大学 〇金井　篤司 埼玉県ゴルフ協会 〇大竹　正敏 フリー 〇千葉　孝秀 埼玉ゴルフ練習場連盟

Ｓ福澤　義光 フリー 加藤　真司 武蔵カントリークラブ Ｓ山崎　浩 梨香台クリエイト 竹村　路巨 玉川カントリークラブ

安林　圭孝 埼玉プロ会推薦 山内　拓也 越生ゴルフクラブ 渡邊　達 ㈱吉源アーリーバードGC 高須　文也 フリー

伊丹　健二 高根カントリー倶楽部 〇下野　修照 埼玉県ゴルフ協会 〇大野　裕史 リバーサイドゴルフ 〇厚澤　克俊 埼玉県ゴルフ協会

〇西田　哲三 埼玉ゴルフ協会 染谷　朋幸 観音山GC 〇大西　健太 中央学院大学 ＊守谷　瑠偉 太平洋C江南コース

Ｓ島村豆至夫 和光ゴルフ 西村　和也 霞ヶ関カンツリー倶楽部 Ｓ髙橋　正博 リバーサイドゴルフ 新井　康仁 霜原ゴルフガーデン

菅間　隆夫 西大宮ゴルフガーデン 〇白金　満明 埼玉県ゴルフ協会 豊田　陽祐 東京ゴルフ倶楽部 関　　誠 フリー

姜　奇文 韓国ＰＧＡ 〇仙庭　俊哉 東京国際大学 ＊織田　崇裕 太平洋C江南コース ＊石丸　雄大 フリー

〇田中　俊行 埼玉県ゴルフ協会 阿部真太郎 KGR ☆志村　由羅 霞ヶ関小学校 〇稲波　勇茂 埼玉ゴルフ練習場連盟

Ｓ稲垣誠二郎 ㈱エス・アイ・コーポレーション S文山　義夫 埼玉県プロ会推薦 Ｓ飯山　節雄 フリー 〇山口　留以 関東ゴルフ連盟

大熊　洋司 フリー 〇木庭　輝 関東ゴルフ連盟 小柳　栄輝 清澄ゴルフ倶楽部 〇岩崎亜久竜 関東ゴルフ連盟

市川　雄三 フリー ☆栗原　遥大 鶴ヶ島市立藤小学校 大関　翔 フリー 〇池内　美友 フリー

〇久保田俊昭 日高カントリークラブ ☆長倉　聖弥 慶應義塾志木高校 〇澤村　治道 日高カントリー倶楽部 〇宮田　玲 埼玉県ゴルフ協会

井手口　正一 フリー ＊飯沼　大輔 KGR Ｓ中島　徹也 ㈱伊勢丹ゴルフ

芳賀　洋平 ゴルフレンジらんらん *金子　達朗 KGR 勝又　崇之 霞ヶ関カンツリー倶楽部

阿部　裕樹 フリー *神山　直輝 鳩山カントリークラブ 〇内藤　潔 日高カントリー倶楽部

〇中澤　貞利 ㈱ナカザワ *茂木　亮 岡部チサンカントリーC ＊菊地　英雄 グリーンステージ熊谷
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第 14回 埼 玉 オ ー プ ン ゴ ル フ 選 手 権 大 会

 無印：プロ　＊研修生　〇アマチュア　☆ジュニア            　　　　　　　　　　　組 合 せ 及 び ス タ ー ト 時 刻       　開催コース：日高カントリー倶楽部　　         開催日：平成29年7月4日(火）
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