
.

ｽﾀｰﾄ ｽﾀｰﾄ

時間 時間

竹永 典子 間中 りょう 新地 真美夏 鈴木 菜央 鈴木 翔也 山野内 純司 宇田川 理茶度

ﾊｰﾓﾆｰ ※ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ※ 千葉よみうり ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 小淵沢 茂原 千葉よみうり

岸田 妃奈乃 伊藤 藍月 馬場 咲希 戸髙 玲奈 大崎 龍介 竹花 颯汰 小原 力 山田 徹

前橋 ※ ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 ※ 昭和の森 千葉よみうり 千葉よみうり 下館 昭和の森 清里

佐藤 甘菜 平尾 遥 角田 夢香 原 大輔 難波 大翔 幸村 憲明 島岡 聖

昭和の森 千葉よみうり 前橋 下館 ※ 千葉よみうり 昭和の森 那須野ｹ原

長澤 愛羅 横山 珠々奈 榎本 杏果 渡辺 孝行 安保 卓哉 山野 純也 高橋 黎

昭和の森 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 千葉よみうり 新玉村 茂原 昭和の森 小淵沢

髙田 嘩琳 伊藤 美輝 室原 好乃実 小野田 寧々 清水谷 明 増田 武久 岩舘 輝 森 勇乃祐

昭和の森 千葉よみうり 那須野ｹ原 前橋 昭和の森 清里 ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 下館

松原 柊亜 加園 美波 星野 瑠菜 谷 寧々 関 宏 小玉 雅 安保 勇希 末広 大地

ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 昭和の森 千葉よみうり 前橋 新玉村 昭和の森 茂原 那須野ｹ原

清藤 羽琉 水野 円琳 上田 澪空 鈴木 優芽 清水 奏琉 山田 健悟 山田 勝則 岡田 雅雄

ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 ﾊｰﾓﾆｰ 那須野ｹ原 前橋 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 昭和の森 千葉よみうり ※ うぐいす水戸

山下 ユナ 山崎 優 岩﨑 美紀 小林 亜美 中山 怜音 藤倉 雅士 東 亜藍

千葉よみうり 昭和の森 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ JGM宇都宮 昭和の森 下館 那須野ｹ原

福永 貴祐 木葉 厚 田中 義範 井出 太陽 有吉 孝文 三屋 努 相沢 直哉 平山 幸作

昭和の森 うぐいす水戸 ※ 茂原 清里 清里 新君津 千葉よみうり 新玉村

福原 弘一朗 川戸 貴志 岩田 卓也 大津 岩男 波多野 勇一 昌山 大暉 川口 英明

新玉村 ※ 茂原 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 昭和の森 下館 うぐいす水戸 千葉よみうり

荻窪 浩司 蓮見 賢司 鈴木 柚生 林 順之亮 篠崎 英憲 中山 真尋 脇 康之 康 翔亮

新君津 下館 下館 ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 下館 昭和の森 千葉よみうり ※ 那須野ｹ原

堀江 靖見 畑中 良介 金子 佳矢 小宮山 諒 佐藤 亮太朗 市村 正義 谷田部 広司 田中 天晴

那須野ｹ原 昭和の森 茂原 小淵沢 那須野ｹ原 ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 小淵沢 昭和の森

渡部 美和 遠藤 慎之介 伊藤 大登 田島 守 谷村 拓哉 村井 啓矩 北出 武大 鈴木 健汰

新君津 千葉よみうり 清里 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 新玉村 千葉よみうり うぐいす水戸 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ

松本 光央 岡田 海斗 髙阪 嘉久 岩田 英司 岩井 巧 田村 康一 大﨑 秀住

那須野ｹ原 昭和の森 千葉よみうり 新玉村 ※ 新玉村 新君津 ※ JGM宇都宮

佐藤 翔太 高橋 昌美 寺田 美登志 根本 悠誠 平野 誠一 平山 敬裕 相馬 祐二

ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 小淵沢 うぐいす水戸 茂原 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 新君津 ※ 茂原

篠﨑 勇真 緒方 貴浩 山本 竜佑 長崎 直仁 岡田 良介 渡辺 良隆 冨士 正和

新玉村 昭和の森 小淵沢 茂原 下館 千葉よみうり 昭和の森 ※

神田 悠貴 髙橋 雄平 佐藤 快斗 吉岡 洋樹 横須賀 可典 角田 卓也 黒田 悠司 工藤 颯太

千葉よみうり ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ※ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｵｰﾁｬｰﾄﾞ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 昭和の森 ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 那須野ｹ原

横川 賢悟 清野 桜貴 石川 友夫 神谷 至道 松本 大樹 平城 豪大 菅野 裕昭 久保田 慎 

下館 ※ 昭和の森 茂原 那須野ｹ原 茂原 ※ うぐいす水戸 新君津 千葉よみうり  ※

北川 貴則 中川 虎之介 田村 琉煌 丹羽 泰誠 寺辻 真生 井出 健一朗 仲西 郷 草野 浩

那須野ｹ原 ※ JGM宇都宮 昭和の森 ※ 千葉よみうり 新玉村 茂原 ※ 千葉よみうり 新君津

牧野 博文 清水 貞夫 雁金 勇人 村山 透矢 宮原 正美 眞藤 健一 勝俣 翔

新君津 茂原 下館 新玉村 千葉よみうり 新君津 茂原

星野 吉計 辻 正和 宮下 恵 黒澤 光 竹原 洋行 井上 達希 奈良 理史 柿沼 瑛亮

昭和の森 下館 千葉よみうり 那須野ｹ原 ※ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 昭和の森 那須野ｹ原

坪井 大 篠田 裕邦 武田 大輔 齊藤 大翔 佐藤 大河 八木 勇乃輔 竹原 佳吾 泊 隆太

新玉村 ※ 昭和の森 千葉よみうり ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 下館 千葉よみうり 茂原 新玉村

秋野 海 坂本 一平 今村 将章 岡田 隼輔 熊谷 宇晴 小林 光太郎 横山 隆乃助 林 宗史

新君津 うぐいす水戸 茂原 ※ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 那須野ｹ原 ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 千葉よみうり 昭和の森

参加人数：175人

15 10:18 38 10:18

選手名

予選出場ｺｰｽ

選手名

予選出場ｺｰｽ

13 10:00 36 10:00

14 10:09 37 10:09

11 9:42 34 9:42

12 9:51 35 9:51

9 9:24 32 9:24

10 9:33 33 9:33

7 9:06 30 9:06

8 9:15 31 9:15

5 8:48 28 8:48

6 8:57 29 8:57

3 8:30 26 8:30

4 8:39 27 8:39

1 8:12 24 8:12

2 8:21 25 8:21

7 7:54 22 7:54

8 8:03 23 8:03

5 7:36 20 7:36

6 7:45 21 7:45

3 7:18 18 7:18

4 7:27 19 7:27

1 7:00 16 7:00

2 7:09 17 7:09

PGSﾁｬﾘﾃｨｰ東日本ｽｸﾗｯﾁｺﾞﾙﾌ選手権 男子・女子ｱﾏﾁｭｱ東日本地区決勝

開催コース：イーストウッドカントリークラブ 2020年9月20日(日)
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予選出場ｺｰｽ

選手名

予選出場ｺｰｽ

選手名

予選出場ｺｰｽ

選手名

２日目ペアリング


