
OUTコーススタート INコーススタート

時間 選手名 所属 出場権 時間 選手名 所属 出場権 時間 選手名 所属 出場権 時間 選手名 所属 出場権
朝原 光太郎 サンコー７２CC プロ予選37位 亀井 優貴 フリー プロ予選17位 請井 亮太 フリー プロ予選39位 村重 達哉 ギャツビィＧＣ プロ予選49位

廣田 育千 プロ予選38位 永井 哲平 常総CC プロ予選18位 斉藤 慎 スカイウエイCC 主催者推薦 石井 洸佑 天ケ台ＧＣ ATP推薦

岡村 優@ 城西中学校 ATP推薦 土井 綾子 伸和コントロールズ 女子プロ 志賀 友香@ 日本大学 ATP推薦 高山 夏絵子 江戸崎ＧＣ 女子プロ

片山 純一@ 中央学院大学 アマ予選１9位 吉田 悦都@ 学芸大附竹早小学校 アマ予選9位 鈴木 雅弘@ 東京都 アマ予選20位 橋本 龍一郎@  大松台小 アマ予選30位

里 祐太朗 セベバレステロスGC プロ予選35位 岩男 健一 フリー プロ予選15位 黒木 隆太郎 富士桜CC プロ予選40位 簑田 浩二 プロ予選66位

伊藤 勇気 フリー プロ予選36位 光吉 佑樹 フリー プロ予選16位 難波 健太朗 いなさＧＣ浜松Ｃ 主催者推薦 渡邉 ゆうと ATP推薦

蔭山 友美 女子プロ 河合 容子 フリー 女子プロ 佐々木 ひとみ フリー ATP推薦 関 舞 フリー 女子プロ

水上 龍樹@ 中央学院大学 アマ予選１8位 猪川 頌生@ 多賀中学校 アマ予選8位 黒木 浩之@ 新・西山荘CC アマ予選21位 染谷 大貴@ 第五中学校 アマ予選31位

小田 新 フリー プロ予選33位 森 守洋 プロ予選13位 大熊 洋司 越生GC プロ予選41位 橋爪 晃彦 太平洋ヒルクレスト プロ予選51位

風間 剛 プロ予選34位 久保 圭 フリー プロ予選14位 山内 雅人 フリー ATP推薦 安藤 佑一 立野クラシックＧＣ プロ予選52位

中村 英美 フリー ATP推薦 土屋 陽子 筑波ＣＣ 女子プロ 中島 美雪 ATP推薦 小久保 由加里 セベバレステロス 女子プロ

樫本 雅裕@ セベバレステロスGC アマ予選１7位 徳元 中@ 岩井中学校 アマ予選7位 中井 賢人@ 本町小学校 アマ予選22位 河野 光宏@ 太田双葉CC アマ予選32位

有馬 高志 新・西山荘CC プロ予選31位 川口 雅晴 フリー プロ予選11位 一反田 拓三 かずみがうらOGM プロ予選42位 小川 智也 プロ予選53位

井口 誠一 プロ予選32位 佐瀬 篤二郎 フリー プロ予選12位 佐藤 圭介 鷹の台ＣＣ ATP推薦 小島 慶太 フリー プロ予選54位

二階堂 美加 フリー 女子プロ 小山内 優代 フリー 女子プロ 林 佳世子 フリー 女子プロ 渡辺 順子 女子プロ

宗万 剛@ アスレチックGC アマ予選１6位 堀江 眞澄@ 新・西山荘CC アマ予選6位 深堀 雷斗@ 佐野日大高校 アマ予選23位 上野 晃紀@ 中原中学校 主催者追加枠

佐川 和明 静ヒルズ プロ予選29位 小倉 大悟 プロ予選9位 中島 徹 フリー プロ予選43位 狩俣 慶大 プロ予選55位

相田 幸信 境川カントリークラブ プロ予選30位 相磯 太一 相模CC プロ予選10位 小林 正則  フリー ATP推薦 赤石 享大 プロ予選56位

三原むつみ 成田ゴルフ倶楽部 女子プロ 内田 琴子 クレイジー 女子プロ 志田 由美子 ATP推薦 鎌田 ヒロミ ミキハウス 女子プロ

永野 雄亮@ 日本大学 アマ予選１5位 鏑城 俊介@ 早稲田大学 アマ予選5位 泉　毅@ 大厚木ＣＣ アマ予選43位 白石 星南@ 水木小学校 主催者追加枠

菅間 隆夫 西大宮ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ プロ予選27位 川根 隆史 東京ゴルフ倶楽部 プロ予選7位 松田 仙一郎 フリー プロ予選44位 石川 由也 姉ヶ崎CC プロ予選57位

下向 裕也 スカイウエイCC プロ予選28位 山崎 翼 日本ジュネティクス プロ予選8位 山崎 慎一 長南ＣＣ ATP推薦 中川 元成 プロ予選58位

戸伏 絵里佳 オークヒルズＣＣ 女子プロ 佐野 杏紗 フリー ATP推薦 海野 真由美 女子プロ 鎌田 ハニー ミキハウス 女子プロ

羽藤 勇司@ 日吉台小学校 アマ予選１4位 姜 秀一@ 富里北中学校 アマ予選4位 幸田 真樹@ マルマン アマ予選25位 村上 拓海@ 大野小学校 主催者追加枠

西村 和也 霞ヶ関CC プロ予選25位 新田 英治 習志野CC プロ予選5位 中島 涼太 高坂 プロ予選45位 坂本 諒 高坂 プロ予選59位

林 光一 フリー プロ予選26位 芳谷 拓郎 太平洋美野里 プロ予選6位 太田 祐一  フリー ATP推薦 渡辺 健太 プロ予選60位

甲斐 ひとみ フリー 女子プロ 大田原さつき イースタン・リアル・エステイト 女子プロ 安納 昭江 女子プロ 横山 三和子 フリー 女子プロ

羽藤 琴和@ 富里北中学校 アマ予選１3位 目澤 秀憲@ 日本大学 アマ予選3位 助川 椋@ 常盤大学 アマ予選26位 山崎 帆久登@ 神奈川大学 主催者追加枠

内田 康介 秦野アルバトロス プロ予選23位 吉原 直樹 八幡CC プロ予選3位 平本 一基 プロ予選46位 安尾 圭太 富士平原GC プロ予選61位

佐藤 えいち モスバーガー プロ予選24位 山王 規行 ヴィンテージゴルフクラブ プロ予選4位 佐藤 宇紘 ATP推薦 小林 準 プロ予選62位

三川 澄恵 フリー 女子プロ 原 かおり 大栄カントリークラブ 女子プロ 竹田 真実 スカイウエイCC 女子プロ 木村 彰吾 スカイウエイCC プロ予選63位

藤森 孝明@ かずみがうらOGM アマ予選41位 山岸 風太@ 湘南学園中 アマ予選2位 栗林 祐一@ 茨城県 アマ予選27位 吉成 真人@ 日立ゴルフクラブ 主催者追加枠

狩俣 安志 プロ予選21位 小池 智徳 ブリック＆ウッドクラブ プロ予選１位 荒井 大和 江戸崎ＣＣ プロ予選47位 猿田 勝大 フリー プロ予選64位

村上 貢 藤沢ジャンボゴルフ プロ予選22位 笠井 優希 フリー プロ予選2位 飯塚 信太郎 フリー ATP推薦 亀井 美博 プロ予選65位

石川 彩子 フリー 女子プロ 新井 麻衣 スタンレー電気 女子プロ 矢崎 和 アステオ 女子プロ

千野 英樹@ 中山カントリー アマ予選１1位 植竹 希望@ 南奥戸小学校 アマ予選１位 瀬戸口雅昭@ 猿島カントリー アマ予選28位 米山 省吾@ 千葉県 主催者追加枠

林 稔 フリー プロ予選19位 高橋 誠 川越CC プロ予選48位

阿部 大輔 京葉CC プロ予選20位 中田 範彦 フリー ATP推薦 ＊アマ順位は総合順位

勝 美枝子 女子プロ ＊組み合わせは変更になる場合があります。

山城 康博@ 東千葉 アマ予選１0位 木村 裕治@ 水戸グリーンＣＣ アマ予選29位 ＊名前・所属等に誤りがある場合、下記までご連絡下さい。

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

7:18 30 8:28

2010 決勝大会　組み合わせ表

2010/11/15 （月） 千葉県　スカイウエイカントリークラブ

Official Pairings & Starting Times

1 7:18 11 8:28 20

2 7:25 12 8:35 21 7:25 31 8:35

32 8:42

7:39 33 8:49

3 7:32 13 8:42 22 7:32

4 7:39 14 8:49 23

34 8:56

6 7:53 16 9:10 25 7:53 35 9:10

5 7:46 15 8:56 24 7:46

36 9:17

8 8:07 18 9:24 27 8:07 37 9:24

7 8:00 17 9:17 26 8:00

9 8:14 19 9:31

10 8:21

28 8:14 38 9:31

29 8:21


