
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース (6,885Yards/Par72)
1st Tee 10th Tee
No. Time 所属先 No. Time 所属先 No. Time 所属先 No. Time 所属先

小池　一平 境川CC 69 -3 和田　章太郎 ディライトワークス 67 -5 海老根　文博 フリー 66 -6 杉山　知靖 レイクウッドコーポレーション 67 -5

久保田　皓也 六甲国際GC 69 -3 藤島　征次 ロイズコーポレーション 73 +1 河　尊永 フリー 77 +5 小木曽　喬 フリー 72 E

堺谷　和将 フリー 72 E 荒井　雅彦 サザンヤードCC 69 -3 小林　伸太郎 焼鳥まさや 64 -8 松田　一将 ザ・ロイヤルGC 70 -2

仲村　譲二 フリー 68 -4 阿部　大輔 ベルツリー 73 +1 福原　翔太 ケイ・ワイ・コーポレーション 73 +1 遠藤　彰 フリー 66 -6

長澤　奨 山田商会 67 -5 村山　駿 六甲国際GC 67 -5 大塚　智之 光洋会三芳病院 74 +2 高橋　賢 フリー 67 -5

飯島　宏明 シンシア 67 -5 蛯名　大和 カレドニアンＧＣ 68 -4 平井　俊光 エストリックス 68 -4 平塚　哲二 甲賀ＣＣ 71 -1

伊藤　元気 愛知ＣＣ 70 -2 山路　幹 フリー 71 -1 岡田　絃希 フリー 68 -4 馬場内　博明 フリー 65 -7

わたり　哲也 ＬＧＶ船橋 71 -1 伊藤　誠道 沼津ＧＣ 71 -1 谷川　泰輔 ヒルトップ横浜クラブ 71 -1 西村　匡史 フリー 70 -2

北川　祐生 取手国際ＧＣ 67 -5 北村　晃一 ダック技建 75 +3 松村　道央 吉野電化工業 63 -9 上井　邦裕 三好ＣＣ 67 -5

Ｄ・チア フリー 68 -4 中里　光之介 東京ベイ舞浜ホテル 67 -5 猪川　頌生 平川ＣＣ 69 -3 鍋谷　太一 フリー 61 -11

須藤　啓太 フリー 72 E 渡邊　賢人 フリー 71 -1 前田　聖人 六甲国際GC 72 E 甲斐　慎太郎 国際スポーツ振興協会 69 -3

山本　隆允 福岡雷山ＧＣ 69 -3 高橋　直也 フリー 72 E 野仲　茂 横浜ＣＣ 72 E 五十嵐　雄二 Ｏ･Ｅ･Ｆ 73 +2

三重野　里斗 キミヱコーポレーション 69 -3 永澤　翔 ダイワロイヤルゴルフ 66 -6 藤井　伸一 すし富 69 -3 副田　裕斗 谷汲ＣＣ 66 -6

杦本　晃一 レオマ高原ＧＣ 69 -3 杉浦　斎 美登グループ 68 -4 Ｈ・リー フリー 68 -4 阿部　裕樹 フリー 69 -3

内藤　裕之 フリー 72 E 杉本　エリック 加賀電子 71 -1 新木　豊 フリー 68 -4 嘉数　光倫 エナジック 69 -3

篠　優希 フリー 74 +2 藤島　晴雄 進電グループ 70 -2 松村　本盛 エイメック 71 -1 高橋　竜彦  浜通り交通 70 -2

岩本　高志 K's GOLF LOUNGE 69 -3 村上　由眞 熊本空港CC 73 +1 Ｇ・デバルバ 鳴尾ＧＣ 68 -4 高柳　直人 フリー 70 -2

大谷　俊介 ｉＴＥＭ 68 -4 滝　雅志 M‘s 68 -4 成冨　晃広 キミヱコーポレーション 67 -5 坂本　雄介 jioworks 70 -2

小川　厚 サンヒルズＣＣ 68 -4 Ｂ・スナイダー JOYX 70 -2 三木　龍馬 フリー 73 +1 菊田　奨 フェニックスCC 71 -1

川満　歩 フリー 69 -3 松岡　啓 京葉ＣＣ 68 -4 猿田　勝大 石岡ＧＣ 70 -2 横田　真一 ELPA 67 -5

原田　凌 フリー 69 -3 岩井　亮磨 ノースショアＣＣ 67 -5 古川　雄大 フリー 68 -4 竹内　優騎 青山高原ＣＣ 66 -6

大堀　裕次郎 フリー 67 -5 太田　直己 フリー 68 -4 鈴木　豪 ティンバラム 69 -3 杉下　圭史 ゴールデンバレーGC 67 -5

中道　洋平 福岡雷山ＧＣ 66 -6 鈴木　敬太 銀座コバウ 68 -4 太田　祐一 フリー 66 -6 亀代　順哉 フリー 66 -6

伊藤　慎吾 フリー 69 -3 岡村　了 フリー 72 E 久米　朗文 ひかり産業 75 +3 河野　晃一郎 飯田通商株式会社 71 -1

植竹　勇太 セガサミーホールディングス 65 -7 森本　雄 フリー 66 -6 蛭川　隆 キミヱコーポレーション 61 -11 永松　宏之 フリー 66 -6

芳賀　洋平 ゴルフレンジらんらん倶楽部 70 -2 近藤　啓介 南山ＣＣ 64 -8 清水　一浩 フリー 67 -5 尾崎　慶輔 平川ＣＣ 77 +5

長谷川　大晃 フリー 67 -5 前川　太治 フリー 71 -1 髙松　瑠偉 船橋ＣＣ 71 -1 石原　航輝 フリー 68 -4

友次　啓晴 東広野GC 68 -4 中川　元成 フリー 70 -2 山岡　成稔 こばやしようき 68 -4 増田　将光 双伸ゴルフセンター 67 -5

伊藤　有志 アイシグリーンシステム 67 -5 櫛山　勝弘 フリー 68 -4

尾方　友彦 ミッションバレーＧＣ 70 -2 竹安　俊也 フリー 68 -4

吉村　明恭 我孫子ＧＣ 72 E 大城　康孝 くまもと中央ＣＣ 68 -4 ツアープレーヤー120名

磯井　怜 ブランシモン 73 +1 小西　貴紀 ジャパンビレッジGC 66 -6

10月15日

（注）欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります

2nd Round ISPS HANDA コロナに喝！！チャリティー・チャレンジトーナメント

選手名 選手名 選手名 選手名1st 1st 1st

1 7:20 9 8:48 16 7:20 24 8:48

2 7:31 10 8:59 17 7:31 25 8:59

9:21

3 7:42 11 9:10 18 7:42

8:04

26 9:10

4 7:53 12 9:21 19 7:53 27

9:32

6 8:15 14 9:43 21 8:15 29 9:43

5

8:26 15 9:54 22 8:26

288:04 13 9:32 20

1st

30 9:54

8 8:37 23 8:37

　

7

Official Site  http://www.jgto.org/


