
2023（ABCゴルフ倶楽部）出場予定者

№ 申込状況 お名前 オフリガナ № 申込状況 お名前 オフリガナ

1 完了 藤本　由徳 フジモト　ヨシノリ 41 完了 松浦　光宏 マツウラ　ミツヒロ

2 完了 林　　英樹 ハヤシ　ヒデキ 42 完了 勝山　明治 カツヤマ　アキハル

3 完了 丸山　浩司 マルヤマ　コウジ 43 完了 餅田　恭秀 モチダ　ヤスヒデ

4 完了 川田　　誠 カワダ　マコト 44 完了 山中　祥司 ヤマナカ　ショウジ

5 完了 西村　敏明 ニシムラ　トシアキ 45 完了 北口　竜輔 キタグチ　リョウスケ

6 完了 高戸 　陽介 タカト　ヨウスケ 46 完了 角　　徳文 ツノ　ノリフミ

7 完了 新井　将文 アライ　マサフミ 47 完了 中村　栄次 ナカムラ　エイジ

8 完了 喜多　和正 キタ　カズマサ 48 完了 金村　秀奉 カネムラ　シュウホウ

9 完了 緒方　直人 オガタ　ナオヒト 49 完了 金村　文代 カネムラ　フミヨ

10 完了 宮崎　知成 ミヤザキ　トモナリ 50 完了 藤本　周三 フジモト　シュウゾウ

11 完了 井阪　　広 イサカ　ヒロシ 51 完了 田中　信昭 タナカ　ノブアキ

12 完了 森　　陽亮 モリ　ヨウスケ 52 完了 木浦　怜司 キウラ　リョウジ

13 完了 菅原　亮佑 スガワラ　リョウスケ 53 完了 牧　　孝史 マキ　タカシ

14 完了 岡　　重幸 オカ　シゲユキ 54 完了 岸本　大輔 キシモト　ダイスケ

15 完了 山本　芳和 ヤマモト　ヨシカズ 55 完了 高祖　昌臣 コウソ　マサオミ

16 完了 吉井　　資 ヨシイ　タスク 56 完了 宮内　清行 ミヤウチ　キヨユキ

17 完了 堀内　晋平 ホリウチ　シンペイ 57 完了 竹下　哲生 タケシタ　テツオ

18 完了 菊本　裕司 キクモト　ユウジ 58 完了 友政　勝彦 トモマサ　カツヒコ

19 完了 藤田　敦士 フジタ　アツシ 59 完了 熊田　博志 クマダ　ヒロシ

20 完了 笹岡　慎一 ササオカ　シンイチ 60 完了 伊藤　哲彦 イトウ　テツヒコ

21 完了 原　　貞雄 ハラ　サダオ 61 完了 喜田　幸治 キタ　ユキハル

22 完了 木村　健司 キムラ　ケンジ 62 完了 小林　　豊 コバヤシ　ユタカ

23 完了 南　　順也 ミナミ　ジュンヤ 63 完了 是枝　直樹 コレエダ　ナオキ

24 完了 紙谷　昌平 カミヤ　ショウヘイ 64 完了 疋田　隆俊 ヒキタ　タカトシ

25 完了 松元　　剛 マツモト　ツヨシ 65 完了 瀬戸　陽介 セト　ヨウスケ

26 完了 篠原　健二 シノハラ　ケンジ 66 完了 西田　善成 ニシダ　ヨシナリ

27 完了 宮林　新吾 ミヤバヤシ　シンゴ 67 完了 岡山　　周 オカヤマ　シュウ

28 完了 小林　大祐 コバヤシ　ダイスケ 68 完了 元原　健作 モトハラ　ケンサク

29 完了 松清　将行 マツキヨ　マサユキ 69 完了 中西　孝尚 ナカニシ　タカヒサ

30 完了 泉　　佳宏 イズミ　ヨシヒロ 70 完了 西村　　強 ニシムラ　オサム

31 完了 杉浦　義和 スギウラ　ヨシカズ 71 完了 都倉　善一 トクラ　ヨシカズ

32 完了 呉宮　仁鎬 クレミヤ　ノブタカ 72 完了 鈴木　武正 スズキ　タケマサ

33 完了 川村　一透 カワムラ　カズユキ 73 完了 横川　　泉 ヨコカワ　イズミ

34 完了 柿木　敏也 カキノキ　トシナリ 74 完了 宮崎　定智 ミヤザキ　サダトモ

35 完了 高尾　陽介 タカオ　ヨウスケ 75 完了 奥村　幸治 オクムラ　コウジ

36 完了 深川　昭人 フカガワ　アキヒト 76 完了 井江　孝介 イエ　コウスケ

37 完了 大村　康郎 オオムラ　ヤスオ 77 完了 南原　千華 ナンバラ　チカ

38 完了 宇崎　知成 ウサキ　トモナリ 78 未 鈴木　　正 スズキ　タダシ

39 完了 坂本　　徹 サカモト　テツ 79 完了 上三　剛史 ウエミ　タケシ

40 完了 大門　篤史 ダイモン　アツシ 80 完了 朝田　浩二 アサダ　コウジ

※ 「未」＝エントリーフィー決済が完了していない状況。


