
2023（千葉よみうりカントリークラブ）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 志賀　弘史 シガ　ヒロフミ 41 完了 齊藤　博子 サイトウ　ヒロコ

2 完了 田中　雄三 タナカ　ユウゾウ 42 完了 有田　博之 アリタ　ヒロユキ

3 完了 井手 健一朗 イデ　ケンイチロウ 43 完了 栗田　隆宏 クリタ　タカヒロ

4 完了 高橋　一幸 タカハシ　カズユキ 44 完了 渡辺　文雄 ワタナベ　フミオ

5 完了 竹下　秀夫 タケシタ　ヒデオ 45 完了 遠藤　　勝 エンドウ　マサル

6 完了 高橋　拓也 タカハシ　タクヤ 46 完了 牧野　　寛 マキノ　ヒロシ

7 完了 辻野　寛次 ツジノ　ヒロツグ 47 完了 荒木　隆太 アラキ　リュウタ

8 完了 塩津　晋也 シオツ　シンヤ 48 完了 金井　俊輔 カナイ　シュンスケ

9 完了 山口　智之 ヤマグチ　トモユキ 49 完了 中尾　　誠 ナカオ　マコト

10 完了 遠藤　大介 エンドウ　ダイスケ 50 完了 浅野　慶彦 アサノ　ヨシヒコ

11 完了 宮田　武志 ミヤタ　タケシ 51 完了 秋谷　　亮 アキヤ　リョウ

12 完了 青木　優弥 アオキ　ユウヤ 52 完了 粕谷 宇一郎 カスヤ　ウイチロウ

13 完了 相澤　直哉 アイザワ　ナオヤ 53 完了 根津　博嗣 ネヅ　ヒロツグ

14 完了 西勝　政雄 サイカツ　マサオ 54 完了 池谷　　建 イケガヤ　タツル

15 完了 吉竹　敏公 ヨシタケ　トシヒロ 55 完了 藤田　彰吾 フジタ　ショウゴ

16 完了 市川　　透 イチカワ　トオル 56 完了 宮本　哲治 ミヤモト　テツジ

17 完了 仁平　隆信 ニダイラ　タカノブ 57 完了 茂木　　薫 モテキ　カオル

18 完了 岡上 えみこ オカウエ　エミコ 58 完了 中嶋　博王 ナカジマ　ヒロオ

19 完了 中谷 聡一郎 ナカタニ　ソウイチロウ 59 完了 山口　久人 ヤマグチ　ヒサト

20 完了 柳川　裕哉 ヤナガワ　ユウヤ 60 完了 天野　研吾 アマノ　ケンゴ

21 完了 佐々木 直樹 ササキ　ナオキ 61 完了 松本　吉貴 マツモト　ヨシタカ

22 完了 坂本　良之 サカモト　ヨシユキ 62 完了 米山　省吾 ヨネヤマ　ショウゴ

23 完了 竹澤　拓也 タケザワ　タクヤ 63 完了 辻　　正和 ツジ　マサカズ

24 完了 堀池　美穂 ホリイケ　ミホ 64 完了 中村 洋一郎 ナカムラ　ヨウイチロウ

25 完了 菊地　正和 キクチ　マサカズ 65 完了 山崎　大輔 ヤマザキ　ダイスケ

26 完了 薬師　光彦 ヤクシ　ミツヒコ 66 完了 坂東　芳篤 バンドウ　ヨシアツ

27 完了 堀　　武博 ホリ　タケヒロ 67 完了 谷口　達也 タニグチ　タツヤ

28 完了 鈴木　政志 スズキ　マサシ 68 完了 井上　陽二 イノウエ　ヨウジ

29 完了 杉江　友祐 スギエ　ユウスケ 69 完了 瀧澤　宏美 タキザワ　ヒロミ

30 完了 田沼　貴彦 タヌマ　タカヒコ 70 完了 小西　泰重 コニシ　ヤスシゲ

31 完了 乙部　桂子 オトベ　ケイコ 71 完了 河原　康生 カワハラ　ヤスオ

32 完了 丸山　武志 マルヤマ　タケシ 72 完了 秋野　　誠 アキノ　マコト

33 完了 室木　　博 ムロキ　ヒロシ 73 完了 秋野　一浩 アキノ　カズヒロ

34 完了 仲程　剣斗 ナカホド　ケント 74 完了 姫野　美穂 ヒメノ　ミホ

35 完了 石成　正人 イシナリ　マサト 75 完了 上木　耕二 ウエキ　コウジ

36 完了 金田　静子 カネダ　セイコ 76 完了 木村 正二郎 キムラ　ショウジロウ

37 完了 小野　雅俊 オノ　マサトシ 77 完了 山下　史晃 ヤマシタ　フミアキ

38 完了 樋口　丈洋 ヒグチ　タケヒロ 78 完了 佐藤　　健 サトウ　タケシ

39 完了 鴻池　宗躍 コウノイケ　トシオ 79 完了 三原　洋介 ミハラ　ヨウスケ

40 完了 竹内　規晃 タケウチ　ノリアキ 80 完了 加来 良太郎 カク　リョウタロウ

※ 「未」＝エントリーフィー決済が完了していない状況。



81 完了 塚田　英俊 ツカダ　ヒデトシ 106 完了 萩原　佑磨 ハギワラ　ユウマ

82 完了 土田　三男 ツチダ　ミツオ 107 完了 田中　智治 タナカ　トモハル

83 完了 鈴木　園美 スズキ　ソノミ 108 完了 池田　　太 イケダ　フトシ

84 完了 廣江　正之 ヒロエ　マサユキ

85 完了 姫野　滉平 ヒメノ　コウヘイ

86 完了 吉永　裕之 ヨシナガ　ヒロユキ

87 完了 小幡　　潤 オバタ　ジュン

88 完了 児玉　勝海 コダマ　カツミ

89 完了 寺島　昭雄 テラジマ　アキオ

90 完了 川崎　竜児 カワサキ　リュウジ

91 完了 林　　輝幸 ハヤシ　テルユキ

92 完了 永里　孝博 ナガサト　タカヒロ

93 完了 久野　泰浩 ヒサノ　ヤスヒロ

94 完了 平林　哲也 ヒラバヤシ　テツヤ

95 完了 奥村　祥国 オクムラ　ヨシクニ

96 完了 関口　俊一 セキグチ　シュンイチ

97 完了 佐藤　　博 サトウ　ヒロシ

98 完了 田中　　徹 タナカ　トオル

99 完了 山村　武志 ヤマムラ　タケシ

100 完了 齊藤　洋平 サイトウ　ヨウヘイ

101 完了 鈴木　賢司 スズキ　ケンジ

102 完了 岸田　佑典 キシダ　ユウスケ

103 完了 石川　仁之 イシカワ　ヒトシ

104 完了 佐野　　正 サノ　タダシ

105 完了 田中　義範 タナカ　ヨシノリ

※ 「未」＝エントリーフィー決済が完了していない状況。


