
(50音順）

明光  三郎 秋山  英文 天河  喜郎 荒木  敬昭 安藤  龍雄

飯田  義一 飯畑  喜博 井川  正文 生口  影樹 和泉  司

板村  寛爾 板村  酒造男 市川  真一 市元  伸之 伊藤  紘一

伊藤  秀三 伊藤  煕司 井上  鎬治 井上  武敏 井上  正規

今田  洋 植木  和弘 浮田  照義 内海  一男 宇野  孝明

梅田  明 恵島  武司 大枝  伸一 大儀  守人 大谷  潔

大森  伸二 岡崎  峰夫 岡田  輝雄 岡田  洪 岡本  孝行

小川  正則 沖本  正則 尾尻  學 小田  有廣 鬼武  洋士

尾見門  寿 角田  榮一 梶村  典彦 加藤  修 門屋  孝三

金山  幹男 金城  三郎 兼枡  義明 紙田  信幸 亀岡  洋司

川﨑  伸一 神田  喜代三 岸田  英行 木曽  泰 北谷  寿文

木村  章利 日下  光典 草川  純治 国重  忠 栗原  晋作

小出  和則 甲元  欣治 齋藤  寛治 小山  剛 坂田  道男

迫田  祐 佐々岡  剛 佐々木  和人 貞清  寛行 佐藤  利雄

佐和  政憲 沢井  孝 重田  正夫 品川  勉 品川  廣

清水  栄 白野  義明 新谷  朝生 水津  紀昭 末島  賢治

菅原  良樹 杉本  實 砂田  初 髙木  俊彦 髙橋  国彦

滝村  修平 竹下  潔 竹内  義明 竹原  昌美 田坂  哲英

田中  茂 田中  宏明 田中  昌宏 谷本  章 谷本  澄夫

田村  博 田山  節夫 綱分  修二 坪島  一馬 土井  博之

道面  洋司 徳満  康夫 徳山  照忠 冨重  博 中井  孝二

中岡  照二 中川  秀雄 長崎  清信 長迫  厚務 中島  研二

中西  利家 新沢  利夫 西野  規好 新田  健浩 野口  一巳

野島  峻 野島  洋二 野中  一雄 野村  尊敬 長谷  勝富

浜村  悦雄 濱本  和彦 原  敏雄 万代  大夫 日高  薫

平岡  啓一 平田  忠 平谷  洋昭 平野  政敏 福田  知之

藤井  忠 藤井  広志 藤田  剛 藤田  平三郎 藤原  吉元

船井  耕三 古満  政春 堀口  勝哉 本田  尚志 益田  安典

増田  靖彦 松本  弘之 松山  昌幸 丸山  勝年 三浦  忠一

三上  芳企 三木  正悟 三田  耕治 光浪  喜美則 皆川  博

三野  猛 三村  勝昭 宮本  隆雄 村岡  哲吉 村田  悟

村田  利明 村本  悦男 守田  秀昭 森下  正則 保田  昌志

第38回中国グランドシニアゴルフ選手権予選競技（西部会場）

　※競技会開催までは出場予定選手になります。

2019/4/18現在

参加者数 167名



山﨑  靖幸 山根  信雄 山本  和昭 吉野  榮一 吉村  和正

和田  悟 渡部  利幸


