
　　　　　　　EAGLE　CUP
　第39回札幌オープンゴルフチャリティートーナメント
        　組み合わせ表（予選ラウンド）

№１TEE（AM） №１０TEE（AM） №１TEE（PM） №１０TEE（PM）
№ TIME № TIME № TIME № TIME

髙松　瑠偉 船橋CC 佐久間　章生 ｸﾞﾗｲﾄﾞｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 平塚　哲二 甲賀カントリー倶楽部 芹澤　信雄 ｻﾝｴｰ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

村上　　貢 かねしろ内科クリニック 村上　哲弥 コスモサウンド 星野　英正 フリー 貞方　章男 光CC

佐久間　治彦 エバーグリーンGC 木村　彰宏 大札幌CC 鴨林　猛徳 フリー 遠藤　　真 太平洋クラブ御殿場ウエスト

＠須田　則夫 廣済堂札幌CC ＠林　　政勝 札幌スコットヒルGC ＠緒方　忠司 函館KGCC ＠丸　　利幸 チサンCC

加藤　将明 霞ヶ関CC 山下　伸治 美浦GC 岩田　　寛 フリー 上田　諭尉 タニヤゴルフ

伊藤　敏明 フリー 田口　康祐 浅見カントリークラブ すし　石垣 ゴルフパートナー 永野　竜太郎 フリー

三越　　涼 札幌ベイGC 藤田　　裕 ドゥゴルフプラザ 武藤　和貴 オークウッドGC 千葉　晃太 小樽CC

＠高橋　和雄 札幌南GC ＠米永　敏裕 羊ヶ丘CC ＠村中　伸宜 札幌国際CC ＠中嶌　　豊 シャムロックCC

梅田　有人 フリー 太崎　敬介 フリー 宮里　聖志 大和地所 立山　光広 カバヤグループ

小池　秀夫 藤沢ジャンボゴルフ 矢部　直弘 江戸崎CC 横尾　　要 EH 室田　　淳 サメジマコーポレーション

澤村　英樹 札幌GC 佐々木　奨吾 廣済堂札幌CC 本田　　剛 フリー 内藤　裕之 北海道ゴルフマガジン

＠鏑城　俊介 新奈井江CC ＠和賀　勇介 シャトレーゼ石狩 ＠山本　　浩 呉CC ＠蝦名　和明 小樽CC

山下　慶弘 慶’s 一ノ瀬　喜一郎 TI.GOLF 近藤　共弘 フリー 藤島　豊和 フリー

中山　正芳 ｵｰﾙｽﾘｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 児玉　克彦 宝永企画 河井　博大 フリー 川村　昌弘 マクロミル

武藤　祐貴 オークウッドGC 荒谷　勝良 ａｓａｔａｎ 安本　大祐 フリー 大山　　健 専門職組合

＠坂田　雅敏 小樽CC ＠佐々木　努 シャトレーゼ石狩 ＠高木　泰成 クラークCC ＠竹谷　正義 札幌GC

林　　拓希 知覧CC 柳澤　伸祐 ビバゴルフ 上井　邦浩 三好CC 桑原　克典 ミズノ

中村　貴志 ジャパンPGAゴルフクラブ 小山　貢志郎 フリー 髙橋　勝成 I.T.O JAPAN＆CO 今井　陽介 フリー

菊池　晶史 THE　SUN　GOLF 野田　忠正 オークウッドGC 照屋　貴之 恵庭CC ＠野替　幸一 札幌GC

＠坂上　眞一 恵庭CC ＠上田　修平 北海道GC ＠小林　敏明 ザ・ノースカントリーGC ＠真弓　明信 三木GC

中　　庸行 広陵CC 山内　拓也 ぎふ美濃GC 丸山　大輔 アイテック 宮瀬　博文 アイ・エー・エス・エス

重永　亜斗夢 ホームテック 中山　　智 国際スポーツ振興協会 宮本　勝昌 ハートンホテル 櫻井　匡樹 山田ゴルフGC

中川　　尚 エバーグリーンGC 西川　昌利 カイト&フォックスCC 水町　　洵 小樽CC ＠田村　尚之 呉CC

＠鈴木　啓一 真駒内CC ＠高橋　史憲 アルペンGC ＠戸澤　康人 千歳CC ＠小笠原　基就 桂GC

高橋　朋載 フリー 西川　　哲 フィールズ 今野　康晴 京葉CC 鈴木　　亨 ミズノ

東家　賢政 コンフェックス 佐藤　達也 フリー 山下　和宏 ザ・サイプレスゴルフクラブ K・T・ゴン フリー

河野　一哉 ＮＢＰＧＣ 早川　弘樹 アップアイランドゴルフクラブ ＠西島　優斗 札幌大学 山田　雄二 フリー

＠小関　公一 札幌国際CC ＠後藤　肇克 ハッピーバレーGC ＠円谷　　繁 札幌GC ＠髙江　一王 恵庭ＣＣ

田中　泰二郎 フリー 古庄　紀彦 筑波CC 高山　忠洋 スターツ笠間ゴルフ倶楽部 井上　　信 袖ヶ浦カントリークラブ

加藤　龍太郎 フリー 大塚　智之 フリー 浅地　洋佑 フリー 川上　幸輝 トラストパーク

＠佐々木　弘毅 シャムロックCC ＠澤田　和伸 ツキサップGC 松村　道央 吉野電化工業 ＠原　　浩康 HGA個人

＠宇井　　正 エバーグリーンGC ＠松ヶ崎　真秀 札幌GC ＠千種　信介 千歳空港CC ＠松田　隆幸 千歳空港CC

合田　　洋 イージス・エイト 河野　晃一郎 エコー電子株式会社 小山内　護 フリー 井上　忠久 フリー

冨山　　聡 SMGｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 大橋　義幸 JGMゴルフクラブ　笠間コース 山内　慎介 サン建築設計 丸山　智弘 ザ・ネクスト・ワン

大塚　泰三 シェイクスピアCC 老久保　安正 フリー ＠佐藤　慶太 ノーザンアークGC ＠和田　七星 JGAｼﾞｭﾆｱ

＠川田　　達 ツキサップGC ＠森木　章年 ハッピーバレーGC ＠相原　敏継 シャトレーゼマサリカップ ＠神山　和人 函館KGCC

髙橋　竜彦 フリー 佐藤　えいち モスバーガー

吉永　智一 フリー 清家　和夫 東洋医研

橋立　幸宏 ﾜｺｰｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ クボ　ヒロミチ F・H・S

＠＝アマチュア ＠森　　林一 滝のCC ＠嶋田　直記 羊ヶ丘CC

【注】欠場等により、スタート時刻及び組み合わせを変更 前田　雄大 フリー 山形　陵馬 フリー

　　  する場合があります。 遠藤　正人 芹沢インターナショナル 松尾　英明 廣済堂札幌CC

原川　光則 MBT 佐々木　卓哉 すすきのGGブルックス

競技委員長　中田　房雄 ＠工藤　哲史 札幌テイネGC ＠川端　幹生 恵庭CC

2013/8/3　北海道ブルックスカントリークラブ
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