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＠原田　竜成 成田中学校 ＠小野寺　清貴 新庄アーデンゴルフ倶楽部 ＠松川　実 杜の都ゴルフ倶楽部 ＠宝泉　研輝 学法石川高

＠小田島　透 杜の都ゴルフ倶楽部 ＠岡村　了 東北福祉大学 ＠今野　匠 東北福祉大学 ＠野呂　涼　 東北福祉大学

永澤　翔 アローエースゴルフクラブ Ｉ．Ｊ．ジャン ＥＲ 鈴木　之人 杜の都ゴルフ倶楽部 横尾　要 フリー

松本　将汰 杜の都ゴルフ倶楽部 木下　稜介 ハートランド 鈴木　豪 フリー 髙橋　竜彦 浜通り交通

＠鈴木　雄大 川崎中学校 ＠仲野　一容 天童カントリークラブ ＠白出　大桜 東向陽台中学校 ＠高橋　順一 杜の都ゴルフ倶楽部

＠黒澤　光 東日大昌平 ＠久保田　皓也 東北福祉大学 依田　利之 アコーディア・ガーデン仙台泉 ＠遠藤　健太 東北福祉大学

杦本　晃一 フリー 星野　英正 フリー 土屋　陽平 佐藤製線販売 平塚　哲二 甲賀カントリークラブ

Ｋ．Ｔ．ゴン 豊栄興産 香妻　陣一郎 フリー 小林　正則 フリー

＠西原　来福 天童カントリークラブ ＠白出　高明 泉パークタウンゴルフ倶楽部 ＠渡邊　三郎 さくらんぼカントリークラブ ＠佐々木　浩 おおさとゴルフ倶楽部

藤島　豊和 Ｔｏｐ　Ｗｏｒｋｓ ＠金谷　拓実 東北福祉大学 菊地　秀明 フリー ＠小西　勇輝 東北福祉大学

額賀　辰徳 フリー 片山　晋呉 イーグルポイントゴルフクラブ 相澤　敏弘 サインズ 増田　伸洋 ドーム

北村　晃一 ミッションバレーゴルフクラブ 石川　遼 ＣＡＳＩＯ 飯島　宏明 シンシア 谷口　拓也 フリー

＠渡辺　広志 さくらんぼカントリークラブ ＠遠藤　孝 郡山ゴルフ倶楽部 ＠管野　一輝 宮城蔵王カントリークラブ ＠野澤　竜次 東北福祉大学

藤島　晴雄 進電グループ ＠米澤　蓮 東北福祉大学 横山　嵩 フリー 井上　信 袖ヶ浦カンツリークラブ

竹安　俊也 ＣＯＺＹ 趙　珉珪 フリー 細田　尚孝 中森かいてき薬局 宮瀬　博文 アイ・エー・エス・エス

小林　伸太郎 焼鳥まさや 岩田　寛 フリー 佐久間　秀也 大樹ホールディングス株式会社 冨山　聡 大和証券

＠假谷　直輝 ＠竹澤　瞬 盛岡ハイランドカントリークラブ ＠髙橋　黎 ＠木村　哲也 さくらんぼカントリークラブ

藤島　征次 ロイズコーポレーション ＠杉原　大河 東北福祉大学 加藤　輝 宮城野ゴルフクラブ ＠高野　碧輝 東北福祉大学

幡地　隆寛 カレドニアン・ゴルフクラブ 池田　勇太 フリー 森田　徹 袖ヶ浦カンツリークラブ 久保谷　健一 フリー

山本　隆允 福岡雷山ゴルフ倶楽部 高柳　直人 フリー 菊池　純 ＪＧＭ笠間ゴルフクラブ Ｈ．リー ＳＴＭ

＠内海　靖宏 松島チサンカントリークラブ ＠藤田　高弘 仙台空港カントリークラブ ＠藤村　紀孝 郡山ゴルフ倶楽部 ＠工藤　聡 天童カントリークラブ

立山　光広 ファーストハウジング ＠佐久間　誠一 仙台空港カントリークラブ 楊　瀅澈 森本　雄也 ワールドリンクシステム

岩井　亮磨 ノースショアカントリークラブ 小田　孔明 プレナス 土屋　光司 フリー 梅山　知宏 アイシグリーンシステム

比嘉　一貴 フリー 正岡　竜二 グランデュール 岡田　壮広 伊香保国際カンツリークラブ 田村　光正 サカグチトレーディング

＠兼子　直応 山形ゴルフ倶楽部 ＠山本　禎士 仙台カントリー倶楽部 ＠桜庭　勝彦 利府ゴルフ倶楽部 ＠東　幸司 オリムピックカントリークラブ

＠芹澤　慈眼 東北福祉大学 藤本　佳則 国際スポーツ振興協会 ＠黒川　逸輝 東北福祉大学 古田　幸希 フリー

宮里　聖志 フリー 塩見　好輝 国際スポーツ振興協会 Ｉ・Ｈ・ホ ＳＲＩＸＯＮ 早藤　将太 フリー

野上　貴夫 ＤＴＣ 金子　徳馬 フリー 出水田　大二郎 ＴＯＳＳ 佐藤　太地 北海道ブルックスカントリークラブ

＠沼田　光樹 杜の公園ゴルフ倶楽部 ＠熊谷　圭一 仙台クラシックゴルフ倶楽部 ＠菅原　理 宮城カントリークラブ ＠高澤　健一 西仙台カントリークラブ

＠関　将太 東北福祉大学 すし石垣 ゴルフパートナー ＠山田　典明 杜の都ゴルフ倶楽部 内藤　寛太郎 ＮＫグループ

深堀　圭一郎 フォーラムエンジニアリング 諸藤　将次 フリー ヤン　ジホ フリー 谷川　泰輔 千葉夷隅ゴルフクラ

星野　陸也 フリー 丸山　大輔 アイテック 矢野　東 フリー 伊藤　有志 アイシグリーンシステム
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