
2023（日野ゴルフ倶楽部）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 福田　　喬 フクダ　タカシ 41 完了 佐藤　嘉昭 サトウ　ヨシハル

2 完了 松井　幸男 マツイ　ユキオ 42 完了 西村　　亨 ニシムラ　トオル

3 完了 福家　広之 フクヤ　ヒロユキ 43 完了 朝島　晃治 アサシマ　コウジ

4 完了 山口　綾子 ヤマグチ　アヤコ 44 完了 小﨑　要介 オザキ　ヨウスケ

5 完了 田中　和樹 タナカ　カズキ 45 完了 西森　正憲 ニシモリ　マサノリ

6 完了 榊原　純一 サカキバラ　ジュンイチ 46 完了 南條　貴司 ナンジョウ　タカシ

7 完了 廣瀬　　正 ヒロセ　タダシ 47 完了 小池　祐嗣 コイケ　ユウシ

8 完了 武田　守弘 タケダ　モリヒロ 48 完了 梶田　脩真 カジタ　シュウマ

9 完了 岩田　光生 イワタ　ミツオ 49 完了 西田　盛治 ニシダ　シゲハル

10 完了 倉辻　和彦 クラツジ　カズヒコ 50 完了 吉川　正規 ヨシカワ　マサノリ

11 完了 大西　啓介 オオニシ　ケイスケ 51 完了 飯島　直人 イイジマ　ナオト

12 完了 松村　宣夫 マツムラ　ノリオ 52 完了 相馬　正督 ソウマ　マサトク

13 完了 光本　時用 ミツモト　トキヨ 53 完了 門口　典央 モングチ　ノリオ

14 完了 中村　之浩 ナカムラ　ユキヒロ 54 完了 三谷　宜生 ミタニ　ヨシオ

15 完了 鈴木　太一 スズキ　タイチ 55 完了 平田　雅也 ヒラタ　マサヤ

16 完了 谷内　祥吾 タニウチ　ショウゴ 56 完了 宮本　大地 ミヤモト　タイチ

17 完了 岸田　雄策 キシダ　ユウサク 57 完了 黒木　雅裕 クロキ　マサヒロ

18 完了 渡邉　　功 ワタナベ　イサオ 58 完了 松岡　大輔 マツオカ　ダイスケ

19 完了 石川　浩二 イシカワ　コウジ 59 完了 宮崎　敏彦 ミヤザキ　トシヒコ

20 完了 榧谷　孝行 カヤタニ　タカユキ 60 完了 菅　　有輝 スガ　ユウキ

21 完了 坂下　哲之 サカシタ　テツユキ 61 完了 栗本　浩司 クリモト　コウジ

22 完了 谷本　佑介 タニモト　ユウスケ 62 完了 松本　正樹 マツモト　マサキ

23 完了 山田　道男 ヤマダ　ミチオ 63 完了 松山 宏一郎 マツヤマ　コウイチロウ

24 完了 近重　康彦 チカシゲ　ヤスヒコ 64 完了 根本　正容 ネモト　マサヒロ

25 完了 森田　博文 モリタ　ヒロフミ 65 完了 米原　幹人 ヨネハラ　ミキト

26 完了 山口　和宏 ヤマグチ　カズヒロ 66 完了 池田　宏行 イケダ　ヒロユキ

27 完了 蓑輪　裕康 ミノワ　ヒロヤス 67 完了 武澤　祐貴 タケザワ　ヒロキ

28 完了 窪田　博晃 クボタ　ヒロアキ 68 完了 越野　雄一 コシノ　ユウイチ

29 完了 瀬戸　信賀 セト　ノブヨシ 69 完了 小森　美穂 コモリ　ミホ

30 完了 横村　幸大 ヨコムラ　コウダイ 70 完了 丸山　紀子 マルヤマ　ノリコ

31 完了 西田　将大 ニシタ　ショウタ 71 完了 園　　耕一 ソノ　コウイチ

32 完了 中川　　啓 ナカガワ　アキラ 72 完了 木村　正隆 キムラ　マサタカ

33 完了 若林　将司 ワカバヤシ　マサシ 73 完了 岡部　美紀 オカベ　ミキ

34 完了 宮本　大雅 ミヤモト　タイガ 74 完了 小石　雅明 コイシ　マサアキ

35 完了 西村　祐哉 ニシムラ　ユウヤ 75 完了 中西　秀閣 ナカニシ　ヒデタカ

36 完了 中田　幸一 ナカタ　コウイチ 76 完了 川上　哲二 カワカミ　テツジ

37 完了 目良　翔一 メラ　ショウイチ 77 完了 大蔵　研一 オオクラ　ケンイチ

38 完了 竹橋　清隆 タケハシ　キヨタカ 78 完了 久保田 誠一 クボタ　セイイチ

39 完了 長谷　欣和 ハセ　ヨシカズ 79 完了 岡藤　太郎 オカトウ　タロウ

40 完了 加藤　雅史 カトウ　マサシ 80 完了 北川　　毅 キタガワ　ツヨシ

※ 「未」＝エントリーフィー決済が完了していない状況。



81 キャンセル待ち 奥村　文武 オクムラ　フミタケ

82 キャンセル待ち 高村　幸男 タカムラ　ユキオ

83 キャンセル待ち 藤田　鉄也 フジタ　テツヤ

84 キャンセル待ち 餅田　恭秀 モチダ　ヤスヒデ

85 キャンセル待ち 神農 竣以知 ジンノウ　シュンイチ

86 キャンセル待ち 福森　久之 フクモリ　ヒサシ

87 キャンセル待ち 片山　剛志 カタヤマ　タケシ

88 キャンセル待ち 伊藤　義和 イトウ　ヨシカズ

※ 「未」＝エントリーフィー決済が完了していない状況。


