
2023_西日本地区決勝（瀬田）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 申込状況 お名前 オフリガナ 申込状況 お名前 オフリガナ

完了 安田　康輔 ヤスダ　コウスケ 完了 中村　之浩 ナカムラ　ユキヒロ 完了 髙野　健汰 タカノ　ケンタ 完了 樋口　晃司 ヒグチ　アキジ

完了 廣瀬　恵一 ヒロセ　ケイイチ 完了 西村　　亨 ニシムラ　トオル 完了 松本　　聡 マツモト サトシ 完了 髙田　大由 タカタ　ヒロユキ

完了 大平　和正 オオヒラ　カズマサ 完了 藤井　賢哉 フジイ　ケンヤ 完了 名倉　義朗 ナクラ　ヨシロウ 完了 藤田　敦士 フジタ　アツシ

完了 岡林　良太 オカバヤシ　リョウタ 完了 内田　洋輔 ウチダ　ヨウスケ 完了 舟元　佐京 フナモト　サキョウ 完了 奥野 雄一郎 オクノ　ユウイチロウ

完了 鵜飼　福人 ウガイ　フクト 完了 大村　美咲 オオムラ　ミサキ 完了 菊本　裕司 キクモト　ユウジ 完了 田中　正記 タナカ　マサキ

完了 福村　香名 フクムラ　カナ 完了 髙本　大士 タカモト　ダイシ 完了 鈴木　武正 スズキ　タケマサ 完了 杉本　武士 スギモト　タケシ

完了 藤田　剛士 フジタ　ツヨシ 完了 竹村　信彦 タケムラ　ノブヒコ 完了 林　　英樹 ハヤシ　ヒデキ 完了 小島　康弘 コジマ　ヤスヒロ

完了 宮本　敏幸 ミヤモト　トシユキ 完了 大山　博嗣 オオヤマ　ヒロツグ 完了 緒方　直人 オガタ　ナオヒト 完了 北山 健太郎 キタヤマ　ケンタロウ

完了 末原　　健 スエハラ　タケシ 完了 開發　俊介 カイホツ　シュンスケ 完了 西村　敏明 ニシムラ　トシアキ 完了 玉木　康治 タマキ　コウジ

完了 戸田　秀一 トダ　シュウイチ 完了 川上　哲二 カワカミ　テツジ 完了 喜田　幸治 キタ　ユキハル 完了 深川　昭人 フカガワ　アキヒト

完了 長屋　　健 ナガヤ　ケン 完了 木村　公也 キムラ　コウヤ 完了 大村　康郎 オオムラ　ヤスオ 完了 徳田　敏行 トクダ　トシユキ

完了 泉森　孝紀 イズモリ　タカノリ 完了 福田　　仁 フクダ　ジン 完了 奥村　幸治 オクムラ　コウジ 完了 奥村　達也 オクムラ　タツヤ

完了 川瀬　浩史 カワセ　ヒロシ 完了 白髭　慎一 シラヒゲ　シンイチ 完了 上三　剛史 ウエミ　タケシ 完了 楠田　博隆 クスダ　ヒロタカ

完了 谷口　安孝 タニグチ　ヤスタカ 完了 栗本　浩司 クリモト　コウジ 完了 笹岡　慎一 ササオカ　シンイチ 完了 伊藤　暢章 イトウ　ノブアキ

完了 加美　重博 カミ　シゲヒロ 完了 池上　耕治 イケガミ　コウジ 完了 小林　　豊 コバヤシ　ユタカ 完了 堀内　晋平 ホリウチ　シンペイ

完了 福田　幸弘 フクダ　ユキヒロ 完了 佐竹　康輔 サタケ　コウスケ 完了 川村　一透 カワムラ　カズユキ 完了 津村　英明 ツムラ　ヒデアキ

完了 鳥羽　孝尚 トバ　タカナオ 完了 森住　公紀 モリズミ　コウキ 完了 宮崎　定智 ミヤザキ　サダトモ 完了 赤澤　秀樹 アカザワ　ヒデキ

完了 梶田　脩真 カジタ　シュウマ 完了 都　　和馬 ミヤコ　カズマ 完了 井阪　　広 イサカ　ヒロシ 完了 津坂　英二 ツサカ　エイジ

完了 渡邉　　功 ワタナベ　イサオ 完了 西出　嘉孝 ニシデ　ヨシタカ 完了 篠原　健二 シノハラ　ケンジ 完了 熊谷　　孝 クマガイ　タカシ

完了 根本　正容 ネモト　マサヒロ 完了 別所　　亨 ベッショ　アキラ 完了 友政　勝彦 トモマサ　カツヒコ 完了 藤本　周三 フジモト　シュウゾウ

完了 吉川　正規 ヨシカワ　マサノリ 完了 大山　貴司 オオヤマ　タカシ 完了 新井　将文 アライ　マサフミ 完了 中塚　克弘 ナカツカ　カツヒロ

完了 榧谷　孝行 カヤタニ　タカユキ 完了 山﨑　義昭 ヤマサキ　ヨシアキ 完了 木村　健司 キムラ　ケンジ 完了 勝山　明治 カツヤマ　アキハル

完了 武田　守弘 タケダ　モリヒロ 完了 一色 正太郎 イッシキ　ショウタロウ 完了 宮内　清行 ミヤウチ　キヨユキ 完了 一本松 正顕 イッポンマツ　マサアキ

完了 平田　雅也 ヒラタ　マサヤ 完了 大江　利治 オオエ　トシハル 完了 木浦　怜司 キウラ　リョウジ 完了 栗原　　陸 クリハラ　リク

完了 中西　秀閣 ナカニシ　ヒデタカ 完了 北川　富重 キタガワ　トミシゲ 完了 挾間　健二 ハサマ　ケンジ 完了 門口　典央 モングチ　ノリオ

完了 木村　正隆 キムラ　マサタカ 完了 平間　治樹 ヒラマ　ハルキ 完了 都倉　善一 トクラ　ヨシカズ 完了 相馬　正督 ソウマ　マサトク

完了 田中　和樹 タナカ　カズキ 完了 上田　秀寿 ウエダ　ヒデトシ 完了 柿木　敏也 カキノキ　トシナリ 完了 土居　一憲 ドイ　カズノリ

完了 加藤　雅史 カトウ　マサシ 完了 松山 健士郎 マツヤマ　ケンシロウ 完了 濵田　拓也 ハマダ　タクヤ 完了 森　　智也 モリ　トモヤ

完了 園　　耕一 ソノ　コウイチ 完了 阿部　成人 アベ　ナリト 完了 田村　享久 タムラ　タカヒサ 完了 坂本　　徹 サカモト　テツ

完了 若林　将司 ワカバヤシ　マサシ 完了 森　　忠司 モリ　タダシ 完了 森川　英門 モリカワ　ヒデト 完了 疋田　隆俊 ヒキタ　タカトシ

完了 久保田 誠一 クボタ　セイイチ 完了 天良　大地 テンラ　ダイチ 完了 土肥　宣夫 ドヒ　ノリオ 完了 西家　久雄 ニシイエ　ヒサオ

完了 松村　宣夫 マツムラ　ノリオ 完了 目良　翔一 メラ　ショウイチ 完了 前川　　努 マエカワ　ツトム 完了 久保山 広大 クボヤマ　コウダイ

完了 宮崎　敏彦 ミヤザキ　トシヒコ 完了 藤田　　伸 フジタ　シン 完了 近森　隆宏 チカモリ　タカヒロ 完了 瀬戸　史郎 セト　シロウ

完了 岡　藤太郎 オカ　トウタロウ 完了 廣瀬　　正 ヒロセ　タダシ 完了 菅原　亮佑 スガワラ　リョウスケ 完了 譽田　永吉 コンダ　エイキチ

完了 山田　道男 ヤマダ　ミチオ 完了 中村　周平 ナカムラ　シュウヘイ 完了 池本　純一 イケモト　ジュンイチ

完了 竹橋　清隆 タケハシ　キヨタカ 完了 貴田　友広 キダ　トモヒロ 完了 岩本　　恵 イワモト　メグミ

完了 福家　広之 フクヤ　ヒロユキ 完了 小西　祐司 コニシ　ユウジ 完了 車田　正樹 クルマダ　マサキ

完了 瀬戸　信賀 セト　ノブヨシ 完了 山田　　剛 ヤマダ　タケシ 完了 石川　真吾 イシカワ　シンゴ

完了 大西　啓介 オオニシ　ケイスケ 完了 真木 雄一郎 マキ　ユウイチロウ 完了 加本　秀明 カモト　ヒデアキ

完了 中川　　啓 ナカガワ　アキラ 完了 糟野　友彦 カスノ　トモヒコ 完了 宮崎　知成 ミヤザキ　トモナリ

※ 「未」＝エントリーフィー決済が完了していない状況。


