
10月25日（月）19:00現在

OUTコーススタート INコーススタート

時間 選手名 所属 時間 選手名 所属 時間 選手名 所属 時間 選手名 所属
山崎 慎一 長南CC 井口 誠一 宮國 雄一朗 内田 康介 秦野アルバトロス

平田 秀昭 千葉セントラル 小田 新 フリー 小倉 宏 フリー 中西 昌也 フリー

朝原 光太郎 サンコー７２CC 小川 智也 芳谷　拓郎 太平洋美野里 荒井 大和 フリー

黒木 隆太郎 富士桜CC 猿田 勝大 フリー 有馬 高志 新・西山荘 川合 典孝 フリー

山中 岳志 デイスターGC 安藤 佑一 山本 治人 つくばねCC 新田 英治 習志野CC

亀井 美博 請井 亮太 フリー 小島 卓巳 高根CC 柳原 隼 プレステージCC

田中 大介 鈴木 達仁 栗田 祐二 日立GC 笠井 優希
ラジーフ・プラサド 富士桜CC 橋爪 晃彦 佐藤 貴士 田尻ヶ丘ゴルフ 遠藤 真

亀井 優希 関 洋輔 太平洋市原 林 稔 フリー 今野 一哉 フリー

小出 遼 フリー 芳賀 貴之 富谷CC 大熊 洋司 越生GC 川根 隆史 東京ゴルフ倶楽部

福田 裕至 フリー 山崎 翼 日本ジュネティクス 宇賀神　勝 JIPGA 小林 準
富沢 孝展 岩男 健一 フリー 吉田 栄太 廣田 育千
坂本 諒 高坂 藤田 聖 富士エース 狩野 純平 フリー 永井 哲平 常総CC

高橋 誠 川越CC 佐瀬 篤二郎 フリー 河野 和之 ﾋﾞｯｸﾞｷｬﾘｰｺﾞﾙﾌｼｮｯﾌﾟ 安尾 圭太 富士平原GC

田口 裕二 鎌ヶ谷ミナトゴルフ 林 光一 フリー 戸伏 高明 小倉 大悟
濱 たかゆき 一反田 拓三 かずみがうらOGM 柴田 宣政 村上　貢 藤沢ジャンボゴルフ

中島 涼太 高坂 三野原 直愛 袖ヶ浦CC 佐藤 良威 高根CC 金森 史浩 （株）GOLFSPA

西村 和也 霞ヶ関CC 吉原 直樹 八幡CC 長谷川 竜一 前橋ゴルフ場 藤沼 たかゆき フリー

黒澤 翼 久保 圭 フリー 蓑田 耕二 小池 秀夫 藤沢ジャンボゴルフ

佐川 和明 静ヒルズ 内田 将盛 フリー 植松 弘明 中込 憲 フリー

小島 慶太 フリー 狩俣 慶大 小山 義徳 静ヒルズ 高岡 健治 JIPGA

山本 裕司 フリー 渡辺 健太 荒井 宗之 総成CC 鴇田 勉
佐野 健太郎 霞ヶ関CC 篠崎 達也 八幡CC 宮川 一男 阿部 大輔 京葉CC

斉藤 拓也 フリー 村重 達哉 下向 裕也 里 祐太朗
光吉 佑樹 石川 由也 姉ヶ崎CC 根本 正樹 金子 ヒロアツ
川口 雅晴 フリー 長澤 伸哉 千川ｺﾞﾙﾌ練習場 金戸 勇輝 セントラルGC 風間 剛
菅間 隆夫 西大宮ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ 狩俣 安志 小川 厚 サンヒルズCC 芋高 虎男 フリー

津田 政幸 猿島CC 平本 一基 赤石 享大 檜山 英一郎 レイク相模CC

松田 仙一郎 フリー 山王 規行 ヴィンテージゴルフクラブ 中島 徹 中西 直人
相磯 太一 相模CC 相田 幸信 境川カントリークラブ 森 守洋 中川 元成
渡辺 和茂 小池 智徳 ブリック＆ウッドクラブ 木村 彰吾 伊藤 勇気
浅見 優 猿島CC 平塚 とも幸 スポーツインダストリー 忍田 佑介 佐藤 えいち モスバーガー

※組み合わせは変更になる場合があります。

※スタート30分前までに、フロントとパピポオープン受付を済ませて下さい。

※セルフプレーとなります。新・西山荘ＣＣはリモコン無し自走式４人乗りのカートになっています。

   お手数ですがスタート10分前にはプレーヤーがマスター室前からティグランドまでカートを移動させて下さい。

パピポオープン実行委員会 千葉県市川市南八幡3-6-18 ミーナアサヒビル4F TEL:090-3475-2790（担当：河野） http://papipo.jp/opengolf/ papipo@papipo.jp
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2010 プロ予選会　組み合わせ表

2010/10/27 （水） 茨城県　新・西山荘カントリー倶楽部

7 7:54 15 9:06 23 7:54 31 9:06

21 7:36 29 8:48

22 7:45

32 9:15

Official Pairings & Starting Times

8 8:03 16 9:15 24 8:03

30 8:57

7:18 27 8:30


