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◎田中　勇人 伏尾 小野寺智夫 府中 *高金　明典 北海道 村上　雄太 南総
（ケイアイエステート） 1 （自営） 2.2 （函館五稜郭病院） 3.9 （池袋クリニック） 3.6

*◎大辻　孝司 宍戸ヒルズ *池上　典成 泉ヶ丘 鈴木泰二郎 JGA 大久保　学 太平洋御殿場
（オーアンドオー） 2 （エヌエスビーコーポレーション） 4.2 （有賀園ゴルフ） 0 （自営） 5.8
*◎山本　二朗 相模原 野田　好史 早来 *厚ヶ瀬　学 メイプルポイント *藤田　祐司 皐月

（日本レストランシステム） 2 （東成建設） 2.9 （大和美建） 3.9 （セブンクリエイト） 3.8
*◎西川幸一郎 府中 加登　隆太 ＡＢＣ 山科　專一 山形 丸山　　元 マンデー

（自営） 0 （加登） +2 （シャインＳＫＹ） 3.7 （自営）
◎竹石　要佑 JGA 濵田　拓也 東条湖 藤井　和則 今治 大矢　　誠 ザ クイーンズヒル

（竹石産業） 0.2 （センコー） 1.4 （藤井組） 0.3 （旭製薬） 1
吹野　耕一 富士笠間 田中　　勤 松山シーサイド 紀伊埜本馨 泉佐野 佐野　知大 武蔵

（JRCS） 0 （ランクアップジャパン） 2 （ケイツー） 0 （sano-inc） 0.6
◎田村　　巌 相模原 清水　英紀 ＪＯＹＸ上月 北山健太郎 ラインヒル 袖山　哲朗 新千葉

（自営） 7 （木村工業） 0 （センコー） 0.1 （ドーム） 4.2
◎小島　　茂 相模原 奥原　文彦 岡山金陵 野村　匡良 サンロイヤル 小池希吏人 宍戸ヒルズ

（自営） 7 （F-style） 5 （センコー） 0 （自営） 4.4
◎眞田　惣太 松永 藤垣 紳一郎 岐阜 三上陽二郎 ＪＧＡ 村上　正男 花生

（一心グループ） 1 （各務原市立蘇原第二小学校） 5 （つるや） +0.1 （自営） 6
◎竹澤　　瞬 盛岡ハイランド 安堂　誠孝 関西クラシック 岡田　直樹 志度 *鈴木　理功 大熱海国際

（湘南美容クリニック 歯科千葉院） 0.4 （自営） 2 （香川トヨタ自動車） 0 （川奈ホテル） 3
◎柳澤　信吾 袖ヶ浦 ◎井関　剛義 交野 石川　誠剛 箱根 南川　史雄 岸和田
（一神商事） +0.4 （住友ゴム工業） +3 （相模原南病院） 3 （牧主都市開発） 0
◎都　　和馬 山の原 梅本　武史 志摩シーサイド *小塩　和義 旭国際姫路 *片岡　弘幸 上総モナーク
（センコー） 3 （アセットガード ） 0.8 （富士通アイソテック） 0 （モマインターナショナル） 4.1

◎水上　晃男 袖ヶ浦 鈴木　秀幸 塩原 *坪内　志郎 鈴峰 千北　嘉太 太平洋御殿場
（イーパック） +1.3 （鈴木産業） 2 （坪内運輸） 3 （ひかり産業） 3.3
◎阪　　幸樹 天野山 中部　　隆 袖ヶ浦 後藤俊一朗 若松 *大野　裕史 岡部チサン
（末廣興業） +2.3 （尾道造船） +1.1 （自営） 8.1 （プレッソ） 9
◎関澤　　誠 嵐山 阪野　智久 新南愛知 水谷　友哉 スリーレイクス *佐久間　玲 湘南

（味いち） +1.5 （大翔興産） 0 （新和土建） 3.7 （湘南カントリークラブ） 2
◎白石　哲也 相模原 風間　智行 小田原 宇野　政城 宮津 川底　慎一郎 太平洋

（ニューアート　シーマ） +4 （ケイズ） 0.5 （産経新聞社） 3.1 （たのひら） 6.2
◎増本　有作 大宝塚 良川　卓也 塩原 髙本　大士 六甲 *山菅　利彦 イーグルポイント

（SMBC日興証券） +3.4 （ABC） 3.2 （ハウスネットワーク） 5.8 （エージェント・スミス） 2.2
◎石塚　祥成 福岡雷山 山野　貴之 平川 瀧原　順二 奈良白鳳 末金　成俊 太平洋
（センコー） +4 （自営） 3.3 （スリーエースシステム） 3 （REALEYES） 6.9

◎中村　正美 大熱海国際 *那須　久治 加茂 *向山　昭三 奈良柳生 *野妻　秋美 鹿沼
（いすゞ自動車） 0 （東京ガス） 1.7 （自営） +1 （野妻建設） 1

岸田　佑典 千刈 瀬戸口雅昭 栗橋国際 岡本　忠司 大津 尾上　良明 鎌ヶ谷
（三菱商事） +1 （極真会館） +0.2 （大倉開発） 4 （尾上商事） 5.7
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田中　克幸 鎌ヶ谷 辻田　晴也 泉佐野 福田　亮太 東千葉 荒川　慶量 京葉
（オフオン） 2 （河村病院） 0.2 （福田税理士事務所） 0 （スターチス） 6
塩田　一史 白鳳 福本　　剛 高松グランド 大原　俊弘 グレンオークス 東　　紘平 神奈川

（ケーユー物流） +0.2 （シンコユニ） 3 （日本都市） 2.1 （Shibuya8929） 2.9
森木　章年 札幌国際 真部幸一郎 高松グランド 三村　和伸 オリムピックナショナル 藤城正治郎 メイプルヒルズ

（フォーツリー） 0 （多和砕石工業） +2 （三村硝子） 4 （藤城建装） 2
石口　勝治 神有 *金村 利光 葛城 *小倉　　守 グローリー *市原　澄彦 イーグルポイント

（石口不動産） +2 （フクエイ） 5.7 （小倉開発） 0 （エージェント・スミス） 4.6
中村　哲也 JGA 松林　信弥 ＪＧＡ *渡邉　廣文 六甲 村山　浩伸 武蔵

（自営） 5 （松林内装） 3 （自営） 5.4 （トプテム） +3
西之辻 泰宏 城陽 山口　勝之 マンデー 河合敬太郎 メイプルヒルズ 安福　　智 オレンジシガ

（西之辻興業） 4.2 （関西キャディサポート） （ホワイトハウス） 0 （コンポジットテクノ） 2.1
平田 義勝 南山 高橋　伸英 ハッピーバレー 木田　義彦 有馬ロイヤル 武蔵　圭太 平塚富士見

（アルファモール） 2 （日弘ヒーティング） 0.7 （自営） 4.6 （武蔵電設） 1
尾子　高史 エクセレント伊勢大鷲 *榎本　雅一 岬 比留間育洋 カレドニアン 久田　　謙 武蔵

（ＡＪＰ） 2 （みやび水産） 3 （ラルフローレン） 2.4 （チーズ王国） 1
儀保　　和 美らオーチャード 田中　賢吾 三重白山 村上　　誠 信楽 小川　文平 ゴールド佐野

（沖縄テレビ放送） 0 （Flair systems） 4 （エムテック） 5 （クレンズ） 0.1
竹中　　優 貴志川 太田　秀樹 オリムピックナショナル 清水健太郎 松山シーサイド 五十森達哉 カレドニアン

（自営） 1 （GRID DESIGN） 1 （自営） 3 （アイエフリバース） 3.2
山﨑　幸二 レオグラード 中原創一郎 JGA 近藤　　稔 ジャパンクラシック 小山　健児 長太郎

（山﨑鉄筋工業） 1 （ブリヂストンスポーツ） 2 （ENEOSウイング） 3 （郵船商事） 4.1
*阿部　　悟 JGA 木村　和紀 宍戸ヒルズ *坂上　和章 琴平 中田　通大 大厚木
（パーツ） 3 （Ｃosumosu） 4 （坂上工務店） 4 （三和石産） +0.7

村田　靖司 日野 井田　勇太 長野国際 中村　浩士 レークスワン 猿山　隆二 八王子
（村田建設） 0 （信州玉姫殿グループ） 0 （Ｄ－ライト） 3 （壱國屋） 2
高田　弘司 奈良ロイヤル 白金　満明 鴻巣 水島　孝昌 秋津原 *津村　竜浩 日高

（ホーリーターフエステート） +2 （自営） 2.5 （ミズシマ） 3 （竜王） 6.9
吉本　隆弘 万壽 有我栄一郎 鶴舞 澤井　　悟 奈良若草 加藤　章嘉 東千葉

（大阪システムサービス） +1 （有我国際特許事務所） 1.9 （修斗建設） 2 （青葉さわい病院） 4.4
勝田　兵吉 成田 佐藤　秀樹 富士小山 金森　祐介 富士チサン 坂本　良之 江戸崎

（エコリムジン東京） 0.7 （Azumakaken） 2 （大渕ゴルフセンター） 0 （共同印刷） 6.2
砂沢　聖哉 マンデー 中村　勝郁 伊勢原 *土井　克祥 加茂 *勝山　邦彦 千葉

（アンビシャス） （中村建設） 0 （三共建設） 2.5 （Golf Lounge Green Oasis） 4
◎平本　達哉 相模原 松岡　直樹 ぎふ美濃 光信　直長 東千葉 村田　全功 栃木ヶ丘

（自営） 2 （中央土地建物） 2 （電通） 2 （三幸建設工業） 5.4
松田　永基 清川 *仲田　雅信 鷹羽ロイヤル 田中　雅登 奈良国際 横尾　厚志 JGA

（ SY） +1.6 （自営） 1.8 （プラム） 1 （北海ボーリング） 4.5
山口　拓也 太平洋御殿場 *米田　光雄 新千歳 岡田　貴弘 ノーザン錦ヶ原 光田　英二 ＫＯＭＡ
（ヤマヒデ） 1.5 （よねた歯科クリニック） 4.3 （OKADA） 1.5 （ビリケンゴルフ） 3.8
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組み合わせは欠席などにより変更になる場合がある。◎は全国シード、推薦選手、*はシニア
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