
(50音順）

阿嘉  友和 赤坂  正雄 荒木  洋二 安藤  大祐 池本  燿由貴

石川  倫也 伊田  和久 糸賀  誠 井上  俊樹 岩﨑  信二

岩本  信義 上野  陸 上村  浩幸 宇喜多  飛翔 臼井  稔

榎  泰志 大島  一洋 大嶋  宝 大嶋  炎 大嶋  港

大島  洋二 大場  誠司 岡本  隆史 岡本  永吉 小川  寿興翔

小川  龍雅 沖田  悠輔 柿本  聖也 笠原  瑛 梶川  進

金光  洋二 金岡  奎吾 釜屋  宏基 狩屋  幸治 河﨑  雄二

河邉  匠 川本  祐樹 吉川  宏 木下  洋一 木本  大志

清川  亨 桐谷  龍平 葛野  博 窪田  大紀 熊  由樹也

河野  靖志 児玉  宣吾 小西  勝典 古宮  由勢 近藤  裕人

佐伯  幸憲 斉藤  博 斎藤  正成 坂本  柊人 佐々木  寿来

佐々木  厚造 佐々木  智裕 佐藤  敏行 眞田  惣太 三田  真弘

重藤  武士 島岡  良二 下江  弘 白井  瑛 末田  正治

杉崎  瑛一 砂原  一美 瀬尾  彰男 関  皐太 垰  一臣

髙尾  淳仁 高木  英洋 高田  圭一郎 髙橋  海理 高橋  聡太

髙山  慎一郎 竹内  浩次郎 竹内  茂 舘上  健二 田中  純平

田中  紘人 田中  愛士 谷本  孝徳 谷本  司 田原  真一郎

寺田  正史 寺西  遼馬 唐下  明徒 富永  暁登 冨廣  陽一

友森  行男 永田  芽偉 中谷  樹 長友  悠司 中野  健二郎

中原  秀馬 中間  祐介 縄田  修一 二井  克助 西村  和彦

西村  勝 温井  巧造 野坂  寛正 畑本  太 花江  一優

花咲  正志 花田  仁志 濵田  将吾 浜田  稔 林  重翔

原  一馬 原田  大空 東  大智 久常  涼 秀山  輝

廣田  直人 広藤  大樹 藤井  勝成 藤井  勝行 藤田  真吾

藤田  佳久 藤山  開晟 藤原  健吾 細野  勇策 本田  満

本藤  正明 前田  智徳 前原  光弘 益村  広次 松上  勝

松嶋  治 丸岡  和久 丸山  陽介 三奈木  幸二 宮崎  稔之

毛利  辰徳 森上  耀介 森川  大輔 森崎  公也 森定  直樹

森田  邦彦 守田  昌文 守谷  征広 山上  寛海 山根  大輝

山本  盛亮 夢野  順二 横野  蔵昌 吉田  好輝 吉田  朋樹

吉田  真章 吉本  四徳 吉本  翔雄 米原  海斗 李  誠

若﨑  透

第49回中国アマチュ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。

2019/5/23現在

参加者数 156名


