
期　　日：平成３０年５月５日（土）
会　　場：那須野ヶ原カントリークラブ
出場者数：男子１８４名

ＯＵＴ（那須）よりスタート ＩＮ（那珂川）よりスタート

組 時間 氏　名 予選出場コース 組 時間 氏　名 予選出場コース 組 時間 氏　名 予選出場コース 組 時間 氏　名 予選出場コース

小林　靖夫 下館ゴルフ 野口 均 古河GL

佐々木　賢 ウィンザー 竹内　正敏 オールドオーチャード

高木 広宣 古河GL 吉田　勇 下館ゴルフ

角田　卓也 紫あやめ36 伊西　庸介 朝霞ＰＧ

末広　大地 那須野ヶ原 清水　拳斗 朝霞ＰＧ 根本　悠誠 紫あやめ36 赤塚　成斗 下館ゴルフ

高橋　良人 朝霞ＰＧ 相馬　義孝 那須野ヶ原 押田　邦男 那須野ヶ原 高橋　毅 ウィンザー

冨田　明 ウィンザー 石毛　誠 ウィンザー 千葉　涼晴 霞南ＧＣ 鈴木　朝登 イーストウッド

粕谷　晃 下館ゴルフ 川村　一透 紫あやめ36 馬場　克尚 朝霞ＰＧ 木葉　厚 紫あやめ36

宮原　誉 朝霞ＰＧ 園田　昂生 ｼーﾄ゙・JGM宇都宮 鈴木　広一 下館ゴルフ 照沼　純平 唐沢GC三好

池　由哉 那須野ヶ原 遠矢　祐希 霞南ＧＣ 布施　政勝 イーストウッド 亥飼　台 那須野ヶ原

安田 政司 古河GL 森　光弘 紫あやめ36 川畑　京太郎 ウィンザー 佐藤　翔太 朝霞ＰＧ

鈴木　英樹 下館ゴルフ 岩井 光太 古河GL 山家　彰久 グレースリッジ 工藤　大河 グレースリッジ

丹羽　拓磨 イーストウッド 橋本　健 下館ゴルフ 内田　清 霞南ＧＣ 菊地　一郎 那須野ヶ原

堀　太陽 那須野ヶ原 中川　虎ノ介 ウィンザー 竹野入　光希 朝霞ＰＧ 福本　祐一 オールドオーチャード

後藤　一幸 オールドオーチャード 中村　一隆 朝霞ＰＧ 吉田　聡 那須野ヶ原 清水　蔵之介 紫あやめ36

正木　伊三雄 紫あやめ36 吉岡 洋樹 古河GL 菊名　浩行 紫あやめ36 魚地 和也 古河GL

松岡　英志 下館ゴルフ 稲波　勇茂 イーストウッド 田嶋 久敬 古河GL 鈴木　隆太 ｼーﾄ゙・紫あやめ36

荒井　信行 ウィンザー 長野　京介 那須野ヶ原 有我　栄一郎 下館ゴルフ 松浦　吾郎 ウィンザー

湯沢　隆宣 唐沢GC三好 城　尚輝 朝霞ＰＧ 戸塚　丈 朝霞ＰＧ 大友　陽介 朝霞ＰＧ

家村　真平 朝霞ＰＧ 篠崎 勇真 古河GL 植竹　大 ウィンザー 大川　勢矢 ＪＧＭ宇都宮

坂本　隆作 朝霞ＰＧ 前田　晃希 ｼーﾄ゙・古河 林　信行 朝霞ＰＧ 平方　彰 紫あやめ36

陸田　郁夫 那須野ヶ原 細谷　幹 オールドオーチャード 浅香 央 古河GL ベンツ　ヒデシロ ウィンザー

海老原　昇 紫あやめ36 梅内　秀太郎 朝霞ＰＧ 広瀬　雄三 ウィンザー 柚木　将吾 那須野ヶ原

藤井　淳 ウィンザー 若有　宣彦 グレースリッジ 吉沢　己咲 那須野ヶ原 島　次朋 朝霞ＰＧ

廣澤　靖隆 グレースリッジ 松井　浩久 朝霞ＰＧ 雨貝　茂男 下館ゴルフ 佐藤　英明 朝霞ＰＧ

清水　弦 オールドオーチャード 小屋　将一朗 那須野ヶ原 松本　敏明 ウィンザー 安田　利幸 下館ゴルフ

春山　裕水 ハーモニーヒルズ 内山　海聡 霞南ＧＣ 斉藤　正雄 イーストウッド 早瀬　瑛太 霞南ＧＣ

友水　基幸 下館ゴルフ 石川　秀人 紫あやめ36 宮城　芳宏 紫あやめ36 石垣　快音 紫あやめ36

黒澤　光 那須野ヶ原 小島　孝之 下館ゴルフ 坂場　裕之 オールドオーチャード 須田 信乃介 古河GL

白石　勝範 イーストウッド 大沢　泰幸 ウィンザー 内丸　歓海 下館ゴルフ 亥飼　陽 那須野ヶ原

笹原　康司 ウィンザー 石崎　拓海 朝霞ＰＧ 出口　達也 イーストウッド 丸山　武志 ウィンザー

草野 広宗 古河GL 平山　雅也 紫あやめ36 高橋　和人 朝霞ＰＧ 片桐　悠佑 朝霞ＰＧ

内藤　清高 朝霞ＰＧ 森山　善和 那須野ヶ原 西山　大翔 那須野ヶ原 秋本　俊行 下館ゴルフ

苗村　哲哉 オールドオーチャード 栗山　裕秀 ウィンザー 岡田　雅雄 ウィンザー 渡邉　利克 朝霞ＰＧ

横須賀　可典 那須野ヶ原 小林　正典 朝霞ＰＧ 久古谷　卓治 紫あやめ36 伊藤 健志 古河GL

髙木　康行 紫あやめ36 川村　伸介 紫あやめ36 落合　太郎 下館ゴルフ 佐藤　快斗 那須野ヶ原

田村　祐樹 朝霞ＰＧ 富永　龍輝 下館ゴルフ 岡田　慎一 紫あやめ36 田中　徹 ウィンザー

岡田　直己 ハーモニーヒルズ 石毛　一輝 霞南ＧＣ 管野　一輝 那須野ヶ原 中村　達三 朝霞ＰＧ

昌山　大暉 下館ゴルフ 篠原　康徳 ウィンザー 山本　充孝 オールドオーチャード 大久保　学 紫あやめ36

宮山　学 ウィンザー 芳賀　弘勝 グレースリッジ 一場　政幸 朝霞ＰＧ 柏俣　結生 那須野ヶ原

須山　祐介 ウィンザー 坂本　良之 下館ゴルフ

安里　明 朝霞ＰＧ 水沼　勇太 紫あやめ36

林　順之亮 紫あやめ36 八木沢　浩心郎 朝霞ＰＧ

鈴木　優大 那須野ヶ原 君島　勇人 那須野ヶ原

阿部　莞太郎 イーストウッド 小泉　匡稔 ＪＧＭ宇都宮

渡邉　温 下館ゴルフ 宮脇　啓介 下館ゴルフ

赤岩　伶音 朝霞ＰＧ 根本　清敬 ウィンザー

継国 義浩 古河GL 八木沢　浩一 朝霞ＰＧ

堀川　哲郎 下館ゴルフ 宮下　優輝 紫あやめ36

平山　幸作 霞南ＧＣ 堀江　靖見 那須野ヶ原

水谷　忠彦 朝霞ＰＧ 橋本　雅志 ハーモニーヒルズ

大村　公洋 紫あやめ36 山川 豊樹 古河GL

立花　吉隆 唐沢GC三好 岩永　清 オールドオーチャード

井坪　佑介　 朝霞ＰＧ 八尾　厚史 ウィンザー

竹澤　功泰 那須野ヶ原 千北　嘉太 朝霞ＰＧ

田代　圭祐 オールドオーチャード 比留間　育洋 ＪＧＭ宇都宮
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