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⾚坂  正雄 明⽯  啓児 浅海  健⼆ 安宅  守重 池本  燿由貴
伊⽥  和久 伊東  省三 伊藤  基 伊藤  祐作 稲村  栄
井上  繁 井上  鐘鳴 上⽥  敬⼈ 上⽥  弘 浮⽥  邦彦
⾅井  稔 宇野  孝明 宇野  英樹 枝光  泰信 蛭⼦  宗夫
⼤倉  将宏 ⼤倉  康永 太⽥  美弘 ⼤森  祐重 岡崎  峰夫
⼩川  哲⽣ 沖原  敏明 桶⽥  成樹 ⼩⽥  弟⼀ ⾓⾕  徹
蔭本  ⼀義 ⽚⼭  勝正 勝原  宜浩 ⾦城  三郎 兼永  幸也
⾦原  正幸 釜屋  宏基 ⻲⽯  浩幸 神⽥  喜代三 北川  厚補
吉川  宏 ⽊下  栄和 紀村  勝也 ⿊松  忍 桑原  寿明
児⽟  克⼰ ⼩林  浩⼆ ⼩⼭  剛 近藤  公⼀郎 ⻫藤  久成
坂部  祐司 貞清  寛⾏ 定森  ⾠男 佐藤  善雄 佐和  政憲
重藤  武⼠ 篠原  耕造 下岸  毅 ⽩井  健⼀ 新宅  昭雄
末島  博 諏澤  ⼀ ⽥⼝  ⼀郎 武⽥  俊範 武⽥  裕⼀
多⽥  伸浩 建部  智 ⽥中  ⼀義 ⽥中  宏明 ⽥中  昌宏
⽥邉  元男 ⾕岡  俊昭 ⾕⼝  邦雄 ⾕本  保 ⽥盛  由紀
⽥⼭  節夫 塚⽥  友宏 出原  俊孝 同前  康 友杉  誠
友次  則夫 ⼾⼭  栄 豊柴  博幸 豊島  康司 豊⽥  ⽂明
中國  修 ⻑⾕  広志 永易  孝司 棗⽥  宜治 成⽥  秀昭
南部  千代徳 新後  博司 ⻄江  浩雪 ⻄川  弘昭 ⻄⽥  由雄
⻄村  明⼈ ⻄村  勝 ⻄⼭  ⾼義 温井  巧造 野島  峻
⻑⾕川  宰 花咲  正志 林  孝⼈ 原  富紀 平⽥  祐三
平野  早⼈ 平⼭  泰広 福⽥  ⽂彦 福原  慶太 藤  聖隆
藤井  建⼀ 藤枝  勉 藤⽥  浩幸 古川  栄太郎 古川  久男
古⾕  栄⼀ 保都  ⽂利 堀部  秀男 本⽥  満 前⽥  将明
前⽥  道夫 政安  久夫 増⽥  恵秋 松浦  良⼆ 松上  勝
松嶋  伸幸 松塚  茂治 松本  新語 松本  ⿓⼆ 三⽊  寛
三崎  哲則 ⽔⼝  敏彦 光成  勇司 三間地  和正 宮崎  忠
宗友  信夫 村尾  憲明 村上  邦秀 村上  信⼆ 村上  徹
村本  雅典 村本  亘 森  栄治 森定  直樹 森本  良隆
唐⼟  武⼠ ⽮島  克美 安⽥  ⼗三夫 ⽮野  秀雄 薮井  友⼀
⼭﨑  吾朗 ⼭崎  正真 ⼭崎  敏郎 ⼭⽥  ⿓雄 ⼭⽥  雅⼤
⼭根  富雄 ⼭根  信幸 ⼭本  彰 ⼭本  茂義 ⼭本  理哉

第48回中国シニアゴルフ選⼿権競技　出場選⼿
　※競技会開催までは出場予定選⼿になります。

8/22現在
参加者数 160名


