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1 小宮山  諒 コミヤマ  リョウ 朝霧カントリークラブ 61 石垣  光一朗 イシガキ  コウイチロウ 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ

2 坂口  大輝 サカグチ　ダイキ フリー 62 大城  翔吾 オオシロ  ショウゴ フリー

3 駒澤  賢一郎 コマザワ　ケンイチロウ フリー 63 萬田  晃成 マンタ  コウセイ 有馬ロイヤルゴルフクラブ

4 三船  優樹 ミフネ  ユウキ フリー 64 今本  雄大 イマモト  ユウダイ パインレークゴルフクラブ

5 大川  勢矢 オオカワ  セイヤ 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 65 清水  寿徳 シミズ  ヒサノリ JOYXゴルフ倶楽部

6 川崎  慧士 カワサキ  ケイシ JOYXゴルフ倶楽部  上月コース 66 下家  秀翔 シモケ  ヒデト フリー

7 兒玉  雄登 コダマ  ユウト フリー 67 ＠小林  竜馬 コバヤシ  リョウマ フリー

8 近藤  玲央 コンドウ  レオ フリー 68 川端  大雅 カワバタ  タイガ フリー

9 橋本  容典 ハシモト  ヨウスケ 泉ヶ丘カントリークラブ 69 黒川  航輝 クロカワ  コウキ フリー

10 川端  康功 カワバタ  ヤスノリ フリー 70 野田  祐次 ノダ  ユウジ 高室池ゴルフ倶楽部

11 谷口  僚 タニグチ  トモ フリー 71 高橋  玄征 タカハシ　ゲンマ 株式会社バーディーバディ

12 下家  秀平 シモケ  シュウヘイ フリー 72 森　聡 モリ  サトシ フリー

13 忠岡  一清 タダオカ  イッセイ 岡山西ゴルフ倶楽部 73 飯田  雄介 イイダ  ユウスケ フリー

14 藤原  雄斗 フジワラ  ユウト 滋賀カントリー倶楽部 74 高尾  淳仁 タカオ  アツヒト チェリーヒルズゴルフクラブ

15 岡本  諒興 オカモト  マサオキ フリー 75 ＠坂本  晴貴 サカモト  ハルキ フリー

16 池田  悠希 イケダ  ユウキ フリー 76 黒川  逸輝 クロカワ  イツキ フリー

17 坂口  魁星 サカグチ  カイセイ 滋賀カントリー倶楽部 77 内藤  匡 ナイトウ  マサシ チェリーヒルズゴルフクラブ

18 上田  蓮 ウエタ  レン フリー 78 南  沢弥 ミナミ  タクヤ フリー

19 本田  駿 ホンダ  シュン チェリーヒルズゴルフクラブ 79 中妻  駿介 ナカツマ  シュンスケ フリー

20 斉藤  祐也 サイトウ  ユウヤ 日本ラインゴルフ倶楽部 80 ＠名村  祥平 ナムラ  ショウヘイ フリー

21 村上  博亮 ムラカミ  ヒロアキ ゴルフZONE 81 樽井  友哉 タルイ  トモヤ サンロイヤルゴルフクラブ

22 植本  健介 ウエモト  ケンスケ フリー 82 柿木  淳平 カキギ  ジュンペイ フリー

23 卜部  凡夫 ウラベ  ハンフ チェリーヒルズゴルフクラブ 83 曽我  将志 ソガ  マサシ フリー

24 平瀬  瑞規 ヒラセ　ミズキ 日本ラインゴルフ倶楽部 84 梅澤  廣人 ウメザワ  ヒロト フリー

25 棚町  駿 タナマチ  シュン 信楽カントリー倶楽部 85 藤山  大耀 フジヤマ タイヨウ 茨木カンツリー倶楽部

26 門田  健太郎 カドタ  ケンタロウ 日本ラインゴルフ倶楽部 86 若尾  翼 ワカオ  ツバサ 日本ラインゴルフ倶楽部

27 滝口  雅雄 タキグチ  マサオ フリー 87 黒澤  健介 クロザワ  ケンスケ 信楽カントリー倶楽部

28 成田  遊聡 ナリタ  ユウト 賀茂カントリークラブ 88 池田  拓己 イケダ  タクミ ドリームシード

29 熊  由樹也 クマ　ユキヤ 三甲ゴルフ倶楽部　ジャパンコース 89 皆川  武志 ミナガワ  タケシ  賀茂カントリークラブ

30 原  周平 ハラ  シュウヘイ 太平洋クラブ六甲コース 90 岡市  瑞樹 オカイチ  ミズキ 小野ゴルフ倶楽部

31 吉田  海斗 ヨシダ  カイト 信楽カントリー倶楽部 91 宇郷  隆盛 ウゴウ  リュウセイ ゴールデンバレーゴルフ倶楽部

32 原田  怜 ハラダ  レイ ジャパンクラシックカントリー倶楽部 92 寺田  陽斗 テラダ  アキト 信楽カントリー倶楽部

33 山下  大輔 ヤマシタ  ダイスケ ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 93 小野  省之 オノ  ショウノ 信楽カントリー倶楽部

34 松本  正樹 マツモト  マサキ フリー 94 西川  拓巳 ニシカワ  タクミ フリー

35 水眞  勇羽 ミズマ  ユウ フリー 95 北川  雅隆 キタガワ  マサタカ チェリーヒルズゴルフクラブ

36 手束  将之 テヅカ  ショウノ エネステ 96 ＠藤原  祐介 フジワラ  ユウスケ 六甲国際ゴルフ倶楽部

37 難波  翔 ナンバ  ショウ フリー 97 多田  笑也 タダ  ショウヤ ゴールデンバレーゴルフ倶楽部

38 山下  文弥 ヤマシタ  フミヤ 富士スタジアムゴルフ倶楽部 98 持永  崇史 モチナガ  タカシ フリー

39 西井  寛記 ニシイ  ヒロキ ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 99 高谷  康太郎 タカタニ  コウタロウ 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ

40 前田  篤範 マエダ  アツノリ 有馬ロイヤルゴルフクラブ 100 上松  佑平 ウエマツ  ユウヘイ 伏尾ゴルフ倶楽部

41 松浦  武史 マツウラ  タケシ 奈良柳生カントリークラブ 101 田中  友教 タナカ  トモノリ ローモンドカントリー倶楽部

42 藤田  尚人 フジタ  ショウド ニッケゴルフ倶楽部 岐阜センター 102 富永  球道 トミナガ  キュウドウ 福知山カントリー倶楽部

43 栗原  涼 クリハラ  リョウ タートルエースゴルフ倶楽部 103 中嶋  大静 ナカジマ  ヒロチカ ゴールデンバレーゴルフ倶楽部

44 水島  大輔 ミズシマ  ダイスケ フリー 104 船津  良介 フナツ  リョウスケ フリー

45 木本  大志 キモト  タイシ フリー 105 奥田  宗一郎 オクダ  ソウイチロウ 瑞陵ゴルフ倶楽部

46 度会  悠臣 ワタライ  ユウジン 三甲ゴルフ倶楽部谷汲コース 106 仁木  祐輔 ニキ  ユウスケ 小野グランドカントリークラブ

47 藤井  大輔 フジイ  ダイスケ 賀茂カントリークラブ 107 廣瀬  翼 ヒロセ  ツバサ 茨木カンツリー倶楽部

48 根津  吉寛 ネヅ  ヨシヒロ フリー 108 中西  瑞生 ナカニシ ミズキ フリー

49 伊藤  錬 イトウ  レン 三甲ゴルフ倶楽部谷汲コース 109 浜崎  恵虎 ハマサキ  ケイゴ 賀茂カントリークラブ

50 中莖  雄大 ナカクキ  ユウダイ フリー 110 水田  竜昇 ミズタ  タツアキ スプリングフィールドゴルフクラブ

51 上原  忠士 ウエハラ  タダシ フリー 111 福山  功太 フクヤマ  コウタ センチュリー・シガ・ゴルフクラブ

52 中村  光希 ナカムラ  ミツキ フリー 112 早嵜  雄登 ハヤサキユウト フリー

53 淺井  勇志 アサイ  ユウジ 小杉カントリークラブ 113 難波  大翔 ナンバ  ヒロト 葛城ゴルフ倶楽部

54 髙橋  黎 タカハシ  レイ 山梨学院大学 114 家畠  柊人 イエハタ  シュウト オークモントゴルフクラブ

55 村上  匠 ムラカミ  ショウ パインレークゴルフクラブ 115 山崎  滉仁 ヤマザキ  アキヒト 三鈴カントリー倶楽部

56 ＠吉田  侑翔 ヨシダ  ユウト 美奈木ゴルフクラブ 116 桐生  肇 キリウ  ハジメ タラオカントリークラブ

57 竹中  智哉 タケナカ  トモヤ BERG 117 大曽根  孝宏 オオソネ  タカヒロ フリー

58 大橋  浩太朗 オオハシ  コウタロウ フリー 118 丸岡  裕弥 マルオカ  ユウヤ オークモントゴルフクラブ

59 松井  貴鋭 マツイ  タカトキ ゴルディア 119 芝　和宗 シバ　カズムネ フリー

60 阪本  烈 サカモト  レツ 愛岐カントリークラブ 120 高倉  昇士 タカクラ  ショウジ グレイスヒルズカントリー倶楽部

※ 来場の際にはブレザー着用のこと。なお当日はスループレー、レストランのご利用はできません。 ※賞金授受の際は身分証の提示が必要となります。ご用意をお願いいたします。

※ スタート30分前までに受付を済ませてください。

※ この組み合せは締め切り前後のキャンセルなどあった場合には変更することがあります。 タツミカップ事務局
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