
氏名 氏名(カナ) 所属
青山 剛 ｱｵﾔﾏ ｺﾞｳ フリー
芦澤　宗臣 ｱｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ 田辺ＣＣ
足立　佳樹 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｷ 亀岡ＣＣ
家脇　康広 ｲｴﾜｷ ﾔｽﾋﾛ フリー
池田　有生 ｲｹﾀﾞ ﾕｳ グランプリ
出石　幸喜 ｲﾃﾞｲｼ ｺｳｷ ゴルフパラダイス
井殿　康和 ｲﾄﾞﾉ ﾔｽｶｽﾞ フリー
井上　敬太 ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ ザ・サイプレスＧＣ
今井　陽介 ｲﾏｲ ﾖｳｽｹ 太平洋Ｃ六甲Ｃ
今西 俊介 ｲﾏﾆｼ ｼｭﾝｽｹ 小野東洋ＧＣ
岩本　和徳 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ ブイサイン
岩元　洋祐 ｲﾜﾓﾄ ﾖｳｽｹ 加古川ＧＣ
上田　祐太 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀ フリー
上村　将司 ｳｴﾑﾗ ﾏｻｼ ＡＶＡＮＣＥ
上森　大輔 ｳｴﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 城陽ＣＣ
江尻　壮 ｴｼﾞﾘ ﾀｹｼ フリー
榎本　剛志 ｴﾉﾓﾄ ﾂﾖｼ オーケーエス・エンタープライズ
大川　詩穏 ｵｵｶﾜ ｼｵﾝ フリー
大久保　博元 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾓﾄ デーブカンパニー
大下　勇 ｵｵｼﾀ ｲｻﾑ フリー
大田　健司 ｵｵﾀ ｹﾝｼﾞ フリー
大谷　俊介 ｵｵﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ ｉＴＥＭ
大前　和也 ｵｵﾏｴ ｶｽﾞﾔ フリー
小川　拓哉 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾔ アドバンスゴルフ
沖野　克文 ｵｷﾉ ｶﾂﾌﾐ 舟入Ｇガーデン
奥田　健司 ｵｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 姫路青山Ｇ練習場
奥田　真司 ｵｸﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 姫路青山Ｇ練習場
尾﨑　功一 ｵｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 廣野ＧＣ
小田　孝憲 ｵﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 広島ＣＣ八本松Ｃ
梶村　夕貴 ｶｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ フリー
金田　秀龍 ｶﾈﾀﾞ ｼｭｳﾘｭｳ ユニテックスＧガーデン
兼本　貴司 ｶﾈﾓﾄ ﾀｶｼ グリーンバーズＧＣ
金山　泰秀 ｶﾈﾔﾏ ﾔｽﾋﾃﾞ フリー
加門　大典 ｶﾓﾝ ﾀﾞｲｽｹ ライオンズＣＣ
河合　庄司 ｶﾜｲ ｼｮｳｼﾞ フリー
川田　悠之 ｶﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ フリー
河村　雅之 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 安芸ＣＣ
木嶋　崇人 ｷｼﾏ ﾀｶﾄ フリー



倉敷　優磨 ｸﾗｼｷ ﾕｳﾏ 姫路青山Ｇ練習場
黒木 紀至 ｸﾛｷﾞ ﾉﾘﾕｷ ＵＭＫテレビ宮崎
小泉　洋人 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾋﾄ 初田製作所
香山　隼人 ｺｳﾔﾏ ﾊﾔﾄ フリー
小西 奨太 ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ 小樽ＣＣ
小西 貴紀 ｺﾆｼ ﾀｶﾉﾘ ジャパンビレッジＧＣ
小林　忍 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾉﾌﾞ 夜須高原ＣＣ
小林　佳則 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 城内製作所
権　奇澤 ｺﾞﾝ ｷﾃｸ 豊栄興産
近藤　龍一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ フリー
坂田　雅樹 ｻｶﾀ ﾏｻｷ ＳＡＫＡＴＡ
坂本　直孝 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾀｶ サンゴルフ
坂本　望実 ｻｶﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ フリー
﨑川　将司 ｻｷｶﾜ ﾏｻｼ 鮎滝ＣＣ
貞方　章男 ｻﾀﾞｶﾀ ｱｷｵ アイダ設計
柴田　忠則 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾀﾞﾉﾘ マックスポーツ武庫川
嶋本　友我 ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｶﾞ フリー
白井　温視 ｼﾗｲ ｱﾂｼ ライゼスポーツ
菅生　英男 ｽｺﾞｳ ﾋﾃﾞｵ ファイブアップ
砂入　雅之 ｽﾅｲﾘ ﾏｻﾕｷ アイエス工房
清家　和夫 ｾｲｹ ｶｽﾞｵ 北海道ブルックスＣＣ
園田　謙介 ｿﾉﾀﾞ ｹﾝｽｹ プレイス不動産販売
高崎　龍雄 ﾀｶｻｷ ﾀﾂｵ フリー
瀧山　侑輝 ﾀｷﾔﾏ ﾕｳｷ ラ・グレースＧＣ
立花　亮 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｮｳ 広島ＣＣ
田中　力 ﾀﾅｶ ﾁｶﾗ Ｒ７２　ＧＯＬＦ　ＡＣＡＤＥＭＹ
田原　誠二 ﾀﾊﾗ ｾｲｼﾞ 広島ＣＣ倶楽部 西条Ｃ
田村　圭 ﾀﾑﾗ ｹｲ 笠取Ｇセンター
リチャード　テイト ﾃｲﾄ ﾘﾁｬｰﾄﾞ 宝塚高原ＧＣ
デバルバ　ガブリエレ ﾃﾞﾊﾞﾙﾊﾞ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾚ 鳴尾ＧＣ
寺澤　宜紘 ﾃﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 池田ＣＣ
藤堂　哲正 ﾄｳﾄﾞｳ ﾃﾂﾏｻ Ｇアカデミー中島
堂本　新太朗 ﾄﾞｳﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 鍼灸院ゆにぶ
渡名喜　翔 ﾄﾅｷ ｼｮｳ 芦屋ＣＣ
友次　啓晴 ﾄﾓﾂｸﾞ ﾖｼﾊﾙ 東広野ＧＣ
中川　勝弥 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂﾔ ＡＢＣ ＧＣ
中島　武志 ﾅｶｼﾏ ﾀｹｼ ミック．リガールグループ
中田　慶史郎 ﾅｶﾀ ｹｲｼﾛｳ カブール
中西 直人 ﾅｶﾆｼ ﾅｵﾄ 国際スポーツ振興協会



鍋谷　太一 ﾅﾍﾞﾀﾆ ﾀｲﾁ ゴルフフィールド
新留　徹 ﾆｲﾄﾞﾒ ﾄｵﾙ 玉名ＣＣ
白　佳和 ﾊｸ ﾖｼｶｽﾞ 和光金属工業
橋本　龍位 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲ フリー
秦　和弘 ﾊﾀ ｶｽﾞﾋﾛ フリー
林　照大 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀﾞｲ 林建設
原田　大介 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ フリー
伴　翔太郎 ﾊﾞﾝ ｼｮｳﾀﾛｳ
桧垣　豪 ﾋｶﾞｷ ｺﾞｳ 新堂島ビル
日高　裕貴 ﾋﾀﾞｶ ﾋﾛｷ 太子ＣＣ
日髙　将史 ﾋﾀﾞｶ ﾏｻｼ フリー
弘井　太郎 ﾋﾛｲ ﾀﾛｳ Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ
廣田　恭司 ﾋﾛﾀ ｷｮｳｼﾞ フリー
福岡　大河 ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ ｺｺﾊﾟﾘｿﾞｰﾄｸﾗﾌﾞ白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞｺﾞﾙﾌｺｰｽ
福永　安伸 ﾌｸﾅｶﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ ＵＭＫテレビ宮崎
藤島　豊和 ﾌｼﾞｼﾏ ﾄﾖｶｽﾞ トップワークス
藤田　翼 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ ＲＩＺＡＰ　ＧＯＬＦ
藤本　誠也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 藤本技工
藤本　忠宏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 西脇ＣＣ
星野　英正 ﾎｼﾉ ﾋﾃﾞﾏｻ フリー
グレゴリー　マイヤー ﾏｲﾔｰ ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ パールＣＣ
前川　太治 ﾏｴｶﾜ ﾀｲｼﾞ フリー
前田　聖人 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 六甲国際ＧＣ
松井　一浩 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾋﾛ フリー
松川　明敬 ﾏﾂｶﾜ ｱｷﾉﾘ フリー
松田　高明 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｱｷ 奈良柳生ＣＣ
松村　景太 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀ フリー
松本　浩 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 六甲ＣＣ
三島　武蔵 ﾐｼﾏ ﾑｻｼ 後楽ＧＣ
水巻　善典 ﾐｽﾞﾏｷ ﾖｼﾉﾘ 鳴尾ＧＣ
南　大樹 ﾐﾅﾐ ﾀﾞｲｷ 大阪ＧＣ
皆本　祐介 ﾐﾅﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中西造船
宮内　正人 ﾐﾔｳﾁ ﾏｻﾄ フリー
宮下　進一 ﾐﾔｼﾀ ｼﾝｲﾁ ＭＩＳＵＭＩ
宮下　文仁 ﾐﾔｼﾀ ﾌﾐﾋﾄ 高松ゴールドＣＣ
村岸　充雄 ﾑﾗｷﾞｼ ﾐﾂｵ 奈良柳生ＣＣ
村山　駿 ﾑﾗﾔﾏ ｼｭﾝ 六甲国際ＧＣ
森岡　俊一郎 ﾓﾘｵｶ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 宝塚ＧＣ
森本　雄也 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾔ ワールドリングシステム



森山　直輝 ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵｷ イーグルゴルフ
安浦　一輝 ﾔｽｳﾗ ｶｽﾞｷ 阪奈ＣＣ
山内　寿晃 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼｱｷ 愛宕原ＧＣ
山下　和宏 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ザ・サイプレスＧＣ
山下　真也 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝﾔ 東大阪Ｇセンター
山下　洋輔 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｽｹ フリー
山田　潤 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ フリー
由岐　知平 ﾕｷ ﾄﾓﾋﾗ 愛知ＣＣ
横田　浩平 ﾖｺﾀ ｺｳﾍｲ 垂水ＧＣ
笠　哲郎 ﾘｭｳ ﾃﾂﾛｳ フリー
渡部　光洋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾋﾛ やしろ東条ＧＣ


