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⻘⽊  和彦 明光  三郎 阿曽  恒夫 天河  喜郎 荒⽊  敬昭
安藤  ⿓雄 飯⽥  義⼀ ⽯井  ⼀裕 ⽯本  信⼆ 板村  寛爾
⼀場  光則 市元  伸之 伊藤  煕司 井上  鎬治 井上  陽允
井上  正規 井上  正義 植⽊  和弘 内⽥  好治 内海  ⼀男
梅⽥  明 梅本  進 恵島  武司 ⼤儀  守⼈ ⼤倉  喜⼀
⼤⽥原  保 ⼤⻄  育男 ⼤⼭  茂 岡崎  實雲 岡⽥  輝雄
岡⽥  洪 尾形  那雄 岡本  孝⾏ ⼩川  俊夫 尾尻  學
⼩⽥  ⼀成 ⼩⽥  弟⼀ ⼩野  将⼠ 尾⾒⾨  寿 開原  康⼈
⾓⾕  徹 梶川  道夫 ⽚⼭  勝正 ⽚⼭  進⼀ 加藤  修
蟹江  清 兼枡  義明 ⾦本  光⼆ 河畑  吉郎 河本  勇
神⽥  喜代三 神⽥  光三 神原  和暢 神原  真弘 ⽊曽  泰
北⾕  寿⽂ 草川  純治 国重  忠 栗⽥  進 栗原  晋作
栗⼭  昂 ⾹⻄  徹 河野  幸春 甲元  欣治 後藤  政治
⾔⽔  賀穂 近藤  利夫 坂⽥  道男 佐久間  建弘 迫⽥  祐
佐⽥  光弘 佐藤  利雄 佐藤  弘幸 ⽫井  誠 沢井  孝
清⽔  勇 ⽩野  義明 新宮  豊 新⾕  朝⽣ ⽔津  紀昭
末島  賢治 千⽥  精⼀郎 ⾼尾  宗宏 髙⽥  雄三 ⾼塚  俊夫
⾼中  正⼈ 髙橋  邦隆 ⾼松  次雄 髙⼭  耕⼀ ⽵内  義明
達宮  正浩 ⽥中  陽 ⽥中  茂 ⽥中  宏明 ⽥中  昌宏
⾕本  澄夫 ⽟井  興司 ⽥村  博 徳⼭  照忠 冨重  博
富永  勲秀 富永  護 豊⽥  巍 ⻑崎  清信 中島  三郎
名⽊⽥  重信 新⽥  勝久 新⽥  善登 野⼝  ⼀⺒ 野﨑  政憲
野島  峻 野中  ⼀雄 濱本  和彦 林  博 原  敏雄
⽇浦  好明 ⽇⾼  薫 平内  ⾠男 平岡  啓⼀ 平⽥  忠
藤井  広志 藤⽥  剛 藤原  吉元 藤原  健三 藤原  光治
古満  政春 前⽥  忠之 牧野  ⽴志 牧野  豊 桝⾕  瞳
松浦  達夫 松浦  良⼆ 松尾  勝盛 松繁  富造 松本  弘之
松⼭  昌幸 丸⼭  勝年 三浦  忠⼀ 三野  猛 三村  勝昭
三宅  新⼀ 三宅  武光 宮池  澄⼈ 宮脇  彰 宮脇  義和
明井  勝儀 村岡  哲吉 村上  暢義 森⼝  ⼀男 守⽥  秀昭
森本  博明 安井  利郎 ⾕内  和⼈ ⼭内  正⾏ ⼭縣  ⼀宏
⼭崎  靖幸 ⼭中  秋夫 吉⽥  勤 與本  清 渡部  利幸

第37回中国グランド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。

7/25　現在
参加者数 160名


