
2023（浜野ゴルフクラブ）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 竹下　秀夫 タケシタ　ヒデオ 41 完了 丹野　隆幸 タンノ　タカユキ

2 完了 西岡　和昭 ニシオカ　カズアキ 42 完了 土屋　隆志 ツチヤ　タカシ

3 完了 大原　俊弘 オオハラ　トシヒロ 43 完了 松川　直純 マツカワ　ナオズミ

4 完了 藤平　康法 フジヒラ　ヤスノリ 44 完了 佐久間 勝広 サクマ　マサヒロ

5 完了 熊谷　　隆 クマガイ　リュウ 45 完了 太田　祐史 オオタ　ユウジ

6 完了 板垣　貴子 イタガキ　タカコ 46 完了 押久保 真由美 オシクボ　マユミ

7 完了 冨永　政雄 トミナガ　マサオ 47 完了 渡辺　憲久 ワタナベ　ノリヒサ

8 完了 林　　勝好 ハヤシ　カツヨシ 48 完了 内山　汐里 ウチヤマ　シオリ

9 完了 佐々木 直樹 ササキ　ナオキ 49 完了 高梨　祐次 タカナシ　ユウジ

10 完了 林　　秀典 ハヤシ　ヒデノリ 50 完了 武藤　圭介 ムトウ　ケイスケ

11 完了 長澤　正和 ナガサワ　マサカズ 51 完了 北山　　茂 キタヤマ　シゲル

12 完了 渋谷　一彦 シブヤ　カズヒコ 52 完了 橋本　翔太 ハシモト　ショウタ

13 完了 井上　直紀 イノウエ　ナオキ 53 完了 玉置　智浩 タマキ　チヒロ

14 完了 狩野　光央 カノウ　テルオ 54 完了 清水　健人 シミズ　ケント

15 完了 今村　将章 イマムラ　マサアキ 55 完了 北條　正浩 ホウジョウ　マサヒロ

16 完了 香川　正太 カガワ　ショウタ 56 完了 木下　雄資 キノシタ　ユウスケ

17 完了 眞藤　健一 マフジ　ケンイチ 57 完了 布施　政勝 フセ　マサカツ

18 完了 山本　博英 ヤマモトヒロヒデ 58 完了 北御門 雅人 キタミカド　マサト

19 完了 大塚　宗昭 オオツカ　ムネアキ 59 完了 高橋　利哉 タカハシ　トシヤ

20 完了 井原　慎之 イハラ　シンジ 60 完了 星野　啓介 ホシノ　ケイスケ

21 完了 井出　晴夫 イデ　ハルオ 61 完了 明石　杉作 アカシ　スギサク

22 完了 内山　祥也 ウチヤマ　ヨシナリ 62 完了 西田　紀雄 ニシダ　ノリオ

23 完了 福島　嘉満 フクシマ　ヨシミツ 63 完了 片岡　律子 カタオカ　リツコ

24 完了 川村　直也 カワムラ　ナオヤ 64 完了 奥村　祥国 オクムラ　ヨシクニ

25 完了 石井　　明 イシイ　アキラ 65 完了 石川　和良 イシカワ　カズヨシ

26 完了 松浦　裕介 マツウラ　ユウスケ 66 完了 石井　啓太 イシイ　ケイタ

27 完了 藤枝　　誠 フジエダ　マコト 67 完了 岸本　陽一 キシモト　ヨウイチ

28 完了 菅　　有輝 スガ　ユウキ 68 完了 川島　宗太 カワシマ　ソウタ

29 完了 岡田　尚之 オカダ　ナオユキ 69 完了 牧野 龍一郎 マキノ　リュウイチロウ

30 完了 萩原　和也 ハギワラ　カズヤ 70 完了 平　　大昭 タイラ　ヒロアキ

31 完了 関口　直樹 セキグチ　ナオキ 71 完了 村本　雅輝 ムラモト　マサテル

32 完了 高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ 72 完了 吉田　忠司 ヨシダ　タダシ

33 完了 菅野　正明 スガノ　マサアキ 73 完了 太田　靖士 オオタ　セイジ

34 完了 草野　広宗 クサノ　ヒロムネ 74 完了 高尾　万紀 タカオ　マキ

35 完了 酒巻　栄太 サカマキ　エイタ 75 完了 鎌江　文三 カマエ　ブンゾウ

36 完了 舩越　　亘 フナコシ　ワタル 76

37 完了 西村　　卓 ニシムラ　タク 77

38 完了 飯島　英樹 イイジマ　ヒデキ 78

39 完了 伊藤　隆茂 イトウ　タカシゲ 79

40 完了 木村　道雄 キムラ　ミチオ 80

※ 「未」＝エントリーフィー決済が完了していない状況。


