
2023（イーストウッドカントリークラブ）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 伊藤　浩樹 イトウ　ヒロキ 41 完了 高橋　慎一 タカハシ　シンイチ

2 完了 鈴木　真一 スズキ　シンイチ 42 完了 藁谷　和一 ワラガイ　カズジ

3 完了 渡邉　　温 ワタナベ　スナオ 43 完了 安田　光治 ヤスダ　ミツハル

4 完了 折笠　勝美 オリカサ　カツミ 44 完了 金本　淳哲 カネモト　アツノリ

5 完了 稲沢　宏之 イナザワ　ヒロユキ 45 完了 斎藤　真人 サイトウ　マサト

6 完了 小見　康雄 コミ　ヤスオ 46 完了 西原　　元 ニシハラ　ハジメ

7 完了 百田　桂一 モモダ　ケイイチ 47 完了 永田　由紀 ナガタ　ユキ

8 完了 佐藤　拓也 サトウ　タクヤ 48 完了 木下　輝洋 キノシタ　テルヒロ

9 完了 深津　正喜 フカツ　マサキ 49 完了 崔　　洋国 チェ　ヤング

10 完了 原　　淑雄 ハラ　ヨシオ 50 完了 大塚　隆之 オオツカ　タカユキ

11 完了 長崎　　均 ナガサキ　ヒトシ 51 完了 古張　知己 コバリ　トモミ

12 完了 横田　忠雄 ヨコタ　タダオ 52 完了 土屋 いくみ ツチヤ　イクミ

13 完了 笹倉　正則 ササクラ　マサノリ 53 完了 井上 裕太郎 イノウエ　ユウタロウ

14 完了 髙橋　　毅 タカハシ　ツヨシ 54 完了 富田　　実 トミタ　ミノル

15 完了 寺田　一実 テラダ　カズミ 55 完了 宮本　浩和 ミヤモト　ヒロカズ

16 完了 飯田　雅則 イイダ　マサノリ 56 完了 尾崎 美喜夫 オザキ　ミキオ

17 完了 茂貫　太郎 モヌキ　タロウ 57 完了 三浦　健一 ミウラ　ケンイチ

18 完了 当間　庸樹 トウマ　ツネキ 58 完了 松田　　哲 マツダ　テツ

19 完了 高瀬　清美 タカセ　キヨミ 59 完了 藤野　篤志 フジノ　アツシ

20 完了 木﨑　亮太 キザキ　リョウタ 60 完了 岡部　博史 オカベ　ヒロシ

21 完了 持田　哲哉 モチダ　テツヤ 61 完了 横須賀 可典 ヨコスカ ヨシノリ

22 完了 田中　　淳 タナカ　ジュン 62 完了 小林　大介 コバヤシ　ダイスケ

23 完了 小林　且雄 コバヤシ　カツオ 63 完了 小川　恭伸 オガワ　ヤスノブ

24 完了 宇佐美　彩 ウサミ　アヤ 64 完了 竹友　　慶 タケトモ　ケイ

25 完了 神原　崇裕 カンバラ　タカヒロ 65 完了 萬屋　志朗 ヨロズヤ　シロウ

26 完了 守屋　貴浩 モリヤ　タカヒロ 66 完了 有賀　喜彦 アリガ　ヨシヒコ

27 完了 下野 今日子 シモノ　キョウコ 67 完了 日下部 智広 クサカベ　トモヒロ

28 完了 大塚　邦彦 オオツカ　クニヒコ 68 完了 黒川　義雄 クロカワ　ヨシオ

29 完了 高崎　朋樹 タカザキ　トモキ 69 完了 井上　博貴 イノウエ　ヒロキ

30 完了 青柳　　剛 アオヤギ　ゴウ 70 完了 榊原　　豊 サカキバラ　ユタカ

31 完了 星　　真平 ホシ　シンペイ 71 完了 田島　成寿 タジマ　ナルトシ

32 完了 西　　祐宜 ニシ　ヒロノブ 72 完了 村井　英友 ムライ　ヒデトモ

33 完了 青木　光晴 アオキ　ミツハル 73 完了 須崎　将大 スザキ　ショウタ

34 完了 三本木　晃 サンボンギ　ヒカル 74 完了 西川　文悟 ニシカワ　ブンゴ

35 完了 河崎 賢一郎 カワサキ　ケンイチロウ 75 完了 飯塚　裕二 イイツカ　ユウジ

36 完了 内田　淳一 ウチダ　ジュンイチ 76 完了 河上　和也 カワカミ　カズヤ

37 完了 松山　　聖 マツヤマ　アキラ 77 完了 千丸　慎矢 チマル　シンヤ

38 完了 吉田 壮一郎 ヨシダ　ソウイチロウ 78 完了 安田　大樹 ヤスダ　ダイキ

39 完了 河野　真一 カワノ　シンイチ 79 完了 遠藤 富士夫 エンドウ　フジオ

40 完了 中川　勇人 ナカガワ　ハヤト 80 完了 高須　剛司 タカス　ゴウシ

※ 「未」＝エントリーフィー決済が完了していない状況。



81 完了 高橋　亜由 タカハシ　アユ

82 完了 関口　直樹 セキグチ　ナオキ

83 完了 久松　礼子 ヒサマツ　レイコ

84 完了 信田　久智 ノブタ　ヒサトシ

85 完了 石井　　明 イシイ　アキラ

86 完了 川村　勇貴 カワムラ　ユウキ

87 完了 中川　　悠 ナカガワ　ユウ

88 完了 須藤　拓人 ストウ　ヒロト

89 完了 仁部　武士 ニベ　タケシ

90 完了 安藤 龍之介 アンドウ　タツノスケ

※ 「未」＝エントリーフィー決済が完了していない状況。


