
.

ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名

時間 所属 所属 所属 所属 時間 所属 所属 所属 所属

松岡 優太郎 吉高神 佐俊 堀江 靖見 大吉 友輝 岡本 浩司 黒岩 輝 鈴木 優大 三上 賢太郎

ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 朝霞 那須野ｹ原 うぐいすの森水戸 うぐいすの森水戸 JGM宇都宮 那須野ｹ原 朝霞

八木沼 仁 山本 靖 山口 正浩 宮田 正奈雄 牛嶋 雅昭 川畑 京太郎 曾田 新之介 奥 豊

ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈 朝霞 JGM宇都宮 紫あやめ36 紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 朝霞 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

巖渕 康貴 山田 一成 藤原 希典 金村 幸生 稲川 正 井出 智也 桑島 大紀

那須野ｹ原 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ36 古河GL うぐいすの森水戸 朝霞 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ

松本 虎薫 大久保 学 岩立 正 佐々木 尚紀 野矢 寛樹 平川 陸斗 佐藤 翔太 竹原 洋行

紫あやめ36 うぐいすの森水戸 紫あやめ36 JGM宇都宮 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 紫あやめ36 朝霞 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ

秋山 智正 中川 俊哉 浅香 太郎 滝沢 勲 武野 孝太郎 清 良成 中村 竜 持田 誠一

ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 紫あやめ36 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 紫あやめ36 朝霞 うぐいすの森水戸

藤本 裕樹 椿 将至 関根 清 李 傑 鈴木 洋 高畑 尚康 鈴木 直人 佐藤 幸雄

ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 紫あやめ36 うぐいすの森水戸 那須野ｹ原 古河GL 紫あやめ36 朝霞 ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈

川島 達也 加藤 道春 鈴木 宏和 深沼 勝 豊田 龍生 成田 正久 東條 光宏 安里 明

紫あやめ36 ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈 紫あやめ36 下館 那須野ｹ原 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 紫あやめ36 朝霞

長柄 琢磨 福島 大臣 戸谷 禎志 齋藤 太稀 鴨野 勝 川部 真一 有村 隆之介 染谷 真一

紫あやめ36 うぐいすの森水戸 朝霞 那須野ｹ原 うぐいすの森水戸 古河GL 朝霞 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

大崎 将行 小川 文平 池上 寛 鎌田 晴匡 雨宮 博之 阪井 勝彦 柳沼 佑樹 内藤 清高

ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈 JGM宇都宮 朝霞 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 下館 紫あやめ36 JGM宇都宮 朝霞

高橋 陸 金田 茂雄 大谷 昌彦 松丸 佳孝 時田 聖也 吉澤 栄祐 高木 精一 髙梨 涼介

古河GL 朝霞 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 紫あやめ36 紫あやめ36 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 古河GL ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈

宮本 英門 安里 文夫 松村 秀郎 藤川 聡 増渕 均 鈴木 泰二郎 山崎 誠司 遠西 宏之

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 朝霞 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 古河GL うぐいすの森水戸 紫あやめ36 朝霞 ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈

北村 征大 須藤 啓太 須崎 喜久雄 広保 啓太 工藤 黎 松井 浩久 グレイブススコット 鈴木 篤

朝霞 那須野ｹ原 古河GL ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 那須野ｹ原 朝霞 紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

鳥山 剛 小澤 玲央 佐々木 愁也 草間 匠 高橋 真央 中村 俊一郎 小島 朝樹

朝霞 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 古河GL 紫あやめ36 朝霞 古河GL うぐいすの森水戸

持田 泰誠 矢口 敦士 赤岩 伶音 薄井 嘉宏 神田 陽介 髙山 恵輔 岩周 巧泰 野口 嘉巨

下館 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 朝霞 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 紫あやめ36 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 朝霞 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

宮澤 拓夢 水上 政宏 君安 久幸 柚木 将吾 吉末 守 渡部 慎一 内藤 浩幸 一場 政幸

那須野ｹ原 朝霞 古河GL 紫あやめ36 紫あやめ36 下館 古河GL 朝霞

伊藤 耕治 篠崎 響 廉隅 尚史 平山 拓美 松葉 健一 松浦 安洋 富田 実 藁谷 和一

うぐいすの森水戸 朝霞 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 古河GL ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 下館 紫あやめ36

荒井 眞一 松浦 吾郎 小林 喜律 日比野 義光 渋谷 晃太郎 沼田 凌 村井 忠行 染谷 栄

紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈 朝霞 紫あやめ36 那須野ｹ原 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 古河GL

新藤 冴 湯本 開史 川口 伸二 江口 勇也 市川 輝 林 侃汰朗 平澤 聡一郎 長谷川 衛

那須野ｹ原 紫あやめ36 朝霞 紫あやめ36 うぐいすの森水戸 朝霞 紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

鎌田 宗一郎 町井 雄一 海老原 弘樹 西村 真治 石井 卓二 金子 優将 宮野 嗣英 井坪 佑介

ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 朝霞 古河GL 那須野ｹ原 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 朝霞

山口 哲央 白石 晃 太田 僚平 古谷 元 内堀 翔伍 中井 賢人 皆川 博嗣 田村 将人

古河GL うぐいすの森水戸 朝霞 下館 紫あやめ36 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

吉田 隼人 鈴木 理央 佐久間 玲央 大沼 竜也 中戸 孝嘉 安田 政司 栗本 和博 若有 宣彦

紫あやめ36 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 朝霞 那須野ｹ原 朝霞 古河GL 紫あやめ36 那須野ｹ原

佐藤 春吉 小野 耕平 森山 錬 前田 光史朗 渡邊 文弥 小林 周平 白石 哲也 仲栄真 英明

朝霞 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 古河GL ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 紫あやめ36 朝霞

上野 晃紀 野口 英一 山本屋 一太 猪狩 広大 笹島 怜央 高橋 慧 堀越 勘太 森下 蓮

紫あやめ36 古河GL 朝霞 うぐいすの森水戸 古河GL ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 紫あやめ36

田口 文一 岡部 雄斗 夏堀 裕大 鹿島 裕樹 原 仁 栗原 悠宇 髙橋 宝将 荒井 陸

古河GL 那須野ｹ原 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 朝霞 古河GL 朝霞 紫あやめ36 那須野ｹ原

森山 友貴 佐藤 徹一 渡邊 哲也 加藤 剛士 若林 徹 田中 章太郎 渡辺 真悟 斉藤 優作

紫あやめ36 朝霞 古河GL ｼｰﾄﾞ･日刊ｱﾏ ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈 古河GL ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ｼｰﾄﾞ･紫あやめ36

上村 悠 早坂 祐樹 長谷川 望 河田 丈一郎

下館 古河GL 朝霞 ｼｰﾄﾞ･ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ

参加人数：202人

調　　整　　時　　間

25 10:36 25 10:36

26 10:45 10:45

23 10:18 23 10:18

24 10:27 24 10:27

21 10:00 21 10:00

22 10:09 22 10:09

19 9:42 19 9:42

20 9:51 20 9:51

17 9:24 17 9:24

18 9:33 18 9:33

15 9:06 15 9:06

16 9:15 16 9:15

-

14 8:57 14 8:57

12 8:39 12 8:39

13 8:48 13 8:48

10 8:21 10 8:21

11 8:30 11 8:30

8 8:03 8 8:03

9 8:12 9 8:12

6 7:45 6 7:45

7 7:54 7 7:54

4 7:27 4 7:27

5 7:36 5 7:36

3 7:18 - 3 7:18

1 7:00 1 7:00

2 7:09 2 7:09

東日本A地区ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｱﾏﾁｭｱ選手権競技
開催コース：イーストウッドカントリークラブ 2015年5月20日(水)
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組 組


