
氏名 氏名(カナ) 所属
靑木　康高 ｱｵｷ ﾔｽﾀｶ 司菊水ＧＣ
秋江　靖雄 ｱｷｴ ﾔｽｵ 小萱ＯＧＭチェリークリークＣＣ
浅井　康弘 ｱｻｲ ﾔｽﾋﾛ インペリアルウイング
李　東珉 ｲ ﾄﾞﾝﾐﾝ ＤＯＮＧＡ－ＯＴＳＵＫＡ
飯田　耕正 ｲｲﾀﾞ ｺｳｾｲ フリー
石徳　俊樹 ｲｼﾄｸ ﾄｼｷ 広島ＣＣ
伊藤　正己 ｲﾄｳ ﾏｻﾐ 明智ＧＣ
伊藤　元気 ｲﾄｳ ﾓﾄｷ 愛知ＣＣ
伊藤　善則 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 花の木ＧＣ
伊波　芳准 ｲﾊ ﾖｼﾁｶ 森川Ｇガーデン
岩坂　穣一郎 ｲﾜｻｶ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ フリー
岩﨑　潤也 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ 京和ＣＣ
上岡　信晴 ｳｴｵｶ ﾉﾌﾞﾊﾙ 賀茂ＣＣ
上阪　康弘 ｳｴｻｶ ﾔｽﾋﾛ フリー
上平　栄道 ｳｴﾋﾗ ﾏｻﾐﾁ フリー
宇崎　利洋 ｳｻﾞｷ ﾄｼﾋﾛ ７２犀北Ｇセンター
宇佐美　秀樹 ｳｻﾐ ﾋﾃﾞｷ 読売ゴルフ
江嶋　太志 ｴｼﾏ ﾀｲｼ 山東ＣＣ
大脇　僚哉 ｵｵﾜｷ ﾄﾓﾔ フリー
岡元　憲男 ｵｶﾓﾄ ﾉﾘｵ オカゲンＧアカデミー
小木曽　喬 ｵｷﾞｿ ﾀｶｼ フリー
奥　雅次 ｵｸ ﾏｻﾂｸﾞ フリー
奥村　拓海 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾐ ジャパンクラシックＣＣ
長田 洋志 ｵｻﾀﾞ ﾋﾛｼ トップラウンジ
小田　秀明 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 岐阜稲口ＧＣ
小野田　享也 ｵﾉﾀﾞ ﾀｶﾔ フリー
小畑　拓威 ｵﾊﾞﾀ ﾀｸｲ 榊原ＧＣ
金井　泰司 ｶﾅｲ ﾔｽｼﾞ １４ｈｉｌｌ’ｓ ＣＣ
金子　徳馬 ｶﾈｺ ﾄｸﾏ アローエースＧＣ
河合　貢 ｶﾜｲ ﾐﾂｸﾞ 白山ヴィレッジＧコース
河合　良仁 ｶﾜｲ ﾖｼﾋﾄ フリー
川満　歩 ｶﾜﾐﾂ ｱﾕﾐ フリー
河村　聡 ｶﾜﾑﾗ ｻﾄｼ 岐阜稲口ＧＣ
岸本　翔太 ｷｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ グリーンヒル関ＧＣ
岸本　拓也 ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾔ グリーンヒル瑞浪ＧＣ
喜多　翔一 ｷﾀ ｼｮｳｲﾁ 島ヶ原ＣＣ
北原　昌敏 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾄｼ 高雄ＧＣ
木下　大海 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾐ フリー



紀平　大樹 ｷﾋﾗ ﾋﾛｷ ローモンドＣＣ
木村　佳昭 ｷﾑﾗ ﾖｼｱｷ 浮羽ＣＣ
工藤　辰成 ｸﾄﾞｳ ﾀﾂﾅﾘ 各務原ＣＣ
桑原　克典 ｸﾜﾊﾞﾗ ｶﾂﾉﾘ ミズノ
香妻　陣一朗 ｺｳﾂﾞﾏ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ フリー
小斉平 優和 ｺｻｲﾋﾗ ﾕｳﾜ フリー
小島　亮太 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 明智ＧＣ　ひるかわＧ場
小西 雄介 ｺﾆｼ ﾕｳｽｹ センチュリーシガＧＣ
権藤　紘太 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ ザ・トラディッションＧＣ
坂井　允誌 ｻｶｲ ﾏｻｼ 法仙坊ＧＣ
坂下 竜三 ｻｶｼﾀ ﾘｭｳｿﾞｳ フリー
佐藤　祐樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 熊本空港ＣＣ
佐橋　寿樹 ｻﾊｼ ﾋｻｷ みずなみＣＣ
澤﨑　安雄 ｻﾜｻｷ ﾔｽｵ 信楽ＣＣ
島本　大詩 ｼﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾞ フリー
清水　正貴 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾀｶ 大甲賀ＣＣ
下山　直樹 ｼﾓﾔﾏ ﾅｵｷ フリー
白倉　渉平 ｼﾗｸﾗ ｼｮｳﾍｲ 津ＣＣ
杉浦　斎 ｽｷﾞｳﾗ ｲﾂｷ 美登グループ
杉下　圭史 ｽｷﾞｼﾀ ﾖｼﾌﾐ チェリーヒルズＧＣ
鈴木　優大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ えんホールディングス
須田　将太 ｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ フリー
副田　裕斗 ｿｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 谷汲ＣＣ
髙橋　勝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ ウッドフレンズ森林公園Ｇ場
武内　伸悟 ﾀｹｳﾁ ｼﾝｺﾞ オークモントＧＣ
竹内　優騎 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 青山高原ＣＣ
竹内　廉 ﾀｹｳﾁ ﾚﾝ フリー
竹村　知也 ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾔ ゴルフステージフリオ
立石　知大 ﾀﾃｲｼ ﾄﾓﾋﾛ 知多ＣＣ
田中　一輝 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ オークモントＧＣ
田中　勝也 ﾀﾅｶ ｶﾂﾔ 三鈴ＣＣ
田中　佑宜 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ フリー
谷口　力也 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｷﾔ 篠山ＧＣ
玉城　優馬 ﾀﾏｷ ﾕｳﾏ イーゴルフ
田保　龍一 ﾀﾔｽ ﾘｭｳｲﾁ ゴルファーズスペースＲ
Ｇ・チャルングン ﾁｬﾙﾝｸﾞﾝ ｶﾞﾝ フリー
辻村　暢大 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 富士OGMｴｸｾﾚﾝﾄC　伊勢大鷲C
都間　克則 ﾂﾏ ｶﾂﾉﾘ 月ヶ瀬ＣＣ
土肥　将英 ﾄﾞｲ ﾏｻﾋﾃﾞ フリー



徳永　圭太 ﾄｸﾅｶﾞ ｹｲﾀ 宝塚ＧＣ
富田　雅哉 ﾄﾐﾀﾞ ﾏｻﾔ 瑞陵ＧＣ
豊田　邦裕 ﾄﾖﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場
長尾 仁志 ﾅｶﾞｵ ﾋﾄｼ フリー
中川　しげる ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 名古屋ヒルズＧＣローズＣ
永橋　宏明 ﾅｶﾞﾊｼ ﾋﾛｱｷ 富士スタジアムＧＣ
仲村　譲二 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ フリー
中山　達徳 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾂﾉﾘ ＡＢＣＧＣ
西原 健太 ﾆｼﾊﾗ ｹﾝﾀ 伊勢ＣＣ
新田　あきひろ ﾆｯﾀ ｱｷﾋﾛ フリー
野元　貴弘 ﾉﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 島津ＧＣ
朴　銀信 ﾊﾟｸ ｳﾝｼﾝ フリー
朴　ジュンウォン ﾊﾟｸ ｼﾞｭﾝｳｫﾝ フリー
橋口　浩一 ﾊｼｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ Ｋ・Ｇ・Ｃ企画
服部　直樹 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵｷ 日本導体協会・ＨＧＡ
半沢　岳 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾀｹｼ 横須賀グリーンＧ
稗田　基樹 ﾋｴﾀﾞ ﾓﾄｷ 丸栄
比嘉　拓也 ﾋｶﾞ ﾀｸﾔ ＴＯＳＨＩＮ
平井　伸泰 ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ フリー
平塚　哲二 ﾋﾗﾂｶ ﾃﾂｼﾞ 甲賀ＣＣ
平松　学 ﾋﾗﾏﾂ ｻﾄﾙ 津ＣＣ
平本　穏 ﾋﾗﾓﾄ ﾔｽｷ アイディオー
廣内　猛 ﾋﾛｳﾁ ﾀｹｼ フリー
深堀　昌之 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾕｷ 松田自動車整備工場
福田　将志 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｼ フリー
藤島　晴雄 ﾌｼﾞｼﾏ ﾊﾙｵ 進電グループ
パク　ベジョン ﾍﾟｼﾞｮﾝ ﾊﾟｸ フリー
益田　直明 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｱｷ タラオＣＣ
松村　大輝 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 泉南ＣＣ
松本　成太 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾀ 太田染工ゴルフシティ
松本　宗矢 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾔ フリー
真野　裕喜 ﾏﾉ ﾕｳｷ 愛岐ＣＣ
光田　智輝 ﾐﾂﾀﾞ ﾄﾓｷ 岐阜関ＣＣ
宮原　雅人 ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻﾄ 名古屋ＧＣ
三好　正展 ﾐﾖｼ ﾏｻﾉﾌﾞ 富士レイクサイドＣＣ
村上　克佳 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾖｼ ＴＭＧＢ
森　雄貴 ﾓﾘ ﾕｳｷ グレイスヒルズＣＣ
矢形　和也 ﾔｶﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 南山ＣＣ
山口　量 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ フリー



山﨑　宏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 聖丘ＣＣ
山添　昌良 ﾔﾏｿﾞｴ ﾏｻﾖｼ シーミュージック
山田　航 ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ ＧＯＬＦ　ＴＥＣ　ｂｙＧＤＯ
山ノ口　章大 ﾔﾏﾉｸﾁ ｼｮｳﾀﾞｲ 京和ＣＣ
山本　昭一 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ 養老ＣＣ
山本　利技 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｷ 信和ゴルフ
山本　治人 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾋﾄ つくばねＣＣ
弓削　淳詩 ﾕｹﾞ ｱﾂｼ 吉川ＣＣ
横田　吉宏 ﾖｺﾀ ﾖｼﾋﾛ ひらまつ病院
吉桑　佑太 ﾖｼｸﾜ ﾕｳﾀ 岐阜関ＣＣ
吉本　悟 ﾖｼﾓﾄ ｻﾄﾙ フリー
Ｈ・リー ﾘｰ ﾊﾝ ＳＴＭ


