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浅⽥  ⻯⼀ 荒⽊  翔也 荒⾕  宗之介 有本  紫⾳ 有本  雄⼀
池本  孝 出⼝  祐樹 井上  旺 猪原  聡真 岩﨑  寛太
上重  和久 ⾺屋原  軌⼀ 海⽥  世賢 江草  悠⽃ 榎  泰志
戎崎  雅治 ⼤礒  駿 岡  和輝 岡崎  弘雲 ⼩笠原  孝弘
岡⽥  憲吾 岡⽥  正洋 尾上  貴靖 ⼩川  ⿓雅 沖村  柊
奥⽥  宗⼀郎 奥⽥  善則 奥⻄  桂耶 奥原  ⽂彦 奥村  宏⼀郎
奥⼭  祥司 越智  寛典 唐⽊⽥  哲也 河邉  匠 川光  守
河村  璃空 河村  ⻯太 神原  渉 岸  徹 ⽊本  ⼤志
久保  重敏 久保  秀⼈ 熊  裕⼤ 蔵重  耕⼀ ⿊瀬  浩史
郷原  美昭 ⼩島  豊宏 後藤  茂⾏ 佐伯  幸憲 斎藤  正成
迫⽥  浩荘 佐多  直樹 鮫島  浩 澤⽥  昇⼀ 重友  稜央
周  ⼆川 ⽩井  瑛 新開  和成 瀬尾  彰男 垰  ⼀⾂
髙尾  淳仁 髙垣  昌明 髙橋  海理 ⾼橋  聡太 髙⽮  勝
瀧⼝  徹 ⽵内  浩次郎 ⽵久保  孝⼠ 武⽥  昇逸郎 伊達  充則
⽥中  ⼀平 ⽥中  透 ⽥中  英雄 ⽥中  愛⼠ ⾕⼭  信⽣
辻  ⼤成 ⼟本  健⼆ 津曲  治 寺⽥  陽⽃ 唐下  明徒
富春  豪⽂ 内藤  宣⼈ 中川  裕⼆ 中⾕  樹 中村  勝博
中村  知之 中本  富貴登 成⽥  遊聡 ⼆井  克助 温井  巧造
波光  弘敬 蓮池  哲也 ⻑⾕川  学 浜崎  恵⻁ 濱咲  浩志
濵⽥  将吾 濱本  久志 濱本  泰⽂ 林  健太郎 原⽥  賢太朗
原⽥  ⼤空 春⽊  泰⾏ 秀⼭  輝 平井  聖也 平井  祐也
平⼭  賢⼆ 廣⽥  直⼈ 広藤  ⼤樹 深川  武 福永  功
藤井  ⼀平 藤井  巌 藤⽥  昭裕 藤⽥  ⼀平 藤津  圭⼆
藤原  章太郎 細⽥  尚希 細野  勇策 本藤  正明 前⽥  智徳
松浦  咲芳 松浦  佑斎 松原  亘孝 真庭  尚⼈ ⾺城  颯⼠
丸⼭  陽介 ⽔⼝  賢⼀ 溝上  孔泉 三奈⽊  幸⼆ 三原  颯真
宗綱  秀⾂ 村上  昭博 村上  幸太郎 村上  武 森  治男
森上  耀介 森⽥  公昭 森本  時⽣ 安原  ⼤智 柳⽥  基希
⼭下  正⼀ ⼭野井  秀樹 ⼭本  理哉 吉⽥  好輝 吉⽥  哲也
吉⽥  朋樹 四通⽥  伸 ⽶⽥  崇 ⽶原  海⽃ 李  誠
          
          

第48回中四国オープンゴルフ選⼿権アマチュア予選競技　　出場選⼿
　※競技会開催までは出場予定選⼿になります。

参加者数 150名


