
徳島県アマチュアゴルフ選手権競技予選兼四国アマチュアゴルフ選手権競技一次予選

NO 氏名 ふりがな 所属
1 白石　裕晃　 しらいし　ひろあき 吉野川
2 粟田　　勝 あわた　まさる 吉野川
3 川端　春雄 かわばた　はるお 吉野川
4 川上　洋明 かわかみ　ひろあき 吉野川
5 冨士井友樹 ふじい　ともき 吉野川
6 福原　　潤 ふくはら　じゅん 鳴門CC
7 木村　　猛 きむら　たけし 鳴門CC
8 三居　　誠 みい　まこと 鳴門CC
9 ⼤⻄　純⼆ おおにし　じゅんじ 鳴門CC
10 石川　泰規 いしかわ　よしのり 鳴門CC
11 阿部　雅史 あべ　まさふみ 鳴門CC
12 北條　義久 ほうじょう　よしひさ 鳴門CC
13 宮本　耕⼆ みやもと　こうじ 鳴門CC
14 鎌田　昌直 かまだ　まさなお 鳴門CC
15 山口　吉彦 やまぐち　よしひこ 月の宮
16 平岡　克啓 ひらおか　かつあき 月の宮
17 藤本　悠貴 ふじもと　ゆうき 月の宮
18 吉本　昭仁 よしもと　あきひと 月の宮
19 水主　達也 みずし　たつや 月の宮
20 市岡　　治 いちおか　おさむ 月の宮
21 川上　鋭⼆ かわうえ　えいじ 月の宮
22 泰地　宏伸 たいち　ひろのぶ 月の宮
23 露田　一翔 つゆだ　はやと 月の宮
24 出口　智也 でぐち　ともや 月の宮
25 巽　　勇人 たつみ　はやと 月の宮
26 小浜　孝彦 こはま　たかひこ 月の宮
27 池本　　巧 いけもと　たくみ 月の宮
28 田中　優希 たなか　ゆうき 月の宮
29 澤野　隆雄 さわの　たかお 月の宮
30 沼田　弘治 ぬまた　こうじ 月の宮
31 田岡　春樹 たおか　はるき 月の宮
32 相田　泰寿 あいだ　やすひさ 御所CC
33 谷口　　孝 たにぐち　たかし 御所CC
34 竹田　芳典 たけだ　よしのり 御所CC
35 岡本　浩希 おかもと　ひろき 御所CC
36 播田　　寛 はりた　ひろし 御所CC
37 宮越　秀信 みやこし　ひでのぶ 御所CC
38 吉川　裕昭 よしかわ　ひろあき 御所CC
39 ⻄村　美⽂ にしむら　よしふみ 御所CC
40 原田　耕志 はらだ　こうじ 御所CC
41 瀬⼾　威志 せと　たけし 御所CC
42 新⾒　　功 にいみ　いさお 御所CC
43 森本　　一 もりもと　はじめ 御所CC
44 渡邊　直樹 わたなべ　なおき 御所CC
45 浅山　浩一 あさやま　こういち 御所CC

２０２１年３⽉９⽇ ８時３０分現在
エントリーリスト
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46 伊賀　博之　 いが　ひろゆき 御所CC
47 松尾　　久 まつお　ひさし 御所CC
48 小松　誠治 こまつ　せいじ 御所CC
49 古田　浩⼆ ふるた　こうじ 御所CC
50 浜渕　拓也 はまぶち　たくや 御所CC
51 三木誠⼆郎 みき　せいじろう 御所CC
52 岡本　崇志 おかもと　たかし 御所CC
53 椎平　孝夫 しいひら　たかお 御所CC
54 福生　博之 ふくしょう　ひろゆき 御所CC
55 貞野　昌良 さだの　まさよし 御所CC
56 新開　秀幸 しんがい　ひでゆき 眉山CC
57 増原　滋久 ますはら　しげひさ 眉山CC
58 赤川　貴斗 あかがわ　たかと 眉山CC
59 冨士原正則 ふじわら　まさのり 眉山CC
60 佐々木　優 ささき　まさる 眉山CC
61 中川　真弘 なかがわ　まさひろ 眉山CC
62 出島　伸也 でじま　しんや 眉山CC
63 坂東　博⽂ ばんどう　ひろふみ 眉山CC
64 岡山　善仁 おかやま　よしひと 眉山CC
65 勝浦　隆司 かつうら　たかし 眉山CC
66 中山　武昭 なかやま　たけあき 眉山CC
67 ⻄　　弘⾏ にし　ひろゆき 眉山CC
68 森下　俊伸 もりした　としのぶ 眉山CC
69 島野　　誠 しまの　まこと 眉山CC
70 原田　茂宏 はらだ　しげひろ 四国CC
71 木内　栄造 きのうち　えいぞう 四国CC
72 森本　直秀 もりもと　ただひで 四国CC
73 安友　秀明 やすとも　ひであき 四国CC
74 松濤　直良 まつなみ　なおよし 四国CC
75 阿部　輝明 あべ　てるあき 四国CC
76 板東　　伸 ばんどう　しん 四国CC
77 中川　靖彦 なかがわ　やすひこ 四国CC
78 太田　善造 おおた　ぜんぞう 四国CC
79 ⻑瀬　敏⾏ ながせ　としゆき 四国CC
80 福良　信之 ふくら　のぶゆき 四国CC
81 富永　清充 とみなが　きよみつ 四国CC
82 中野　寒次 なかの　かんじ 四国CC
83 中谷　義孝 なかたに　よしたか 四国CC
84 藤本　祐治 ふじもと　ゆうじ 四国CC
85 上徳　　篤 じょうとく　あつし 四国CC
86 國⾒　真一 くにみ　しんいち ⻄徳島
87 平野　賢一 ひらの　けんいち ⻄徳島
88 近藤　浩⼆ こんどう　こうじ ⻄徳島
89 後藤田賀博 ごとうだ　よしひろ ⻄徳島
90 爲⾏　一也 ためゆき　かずや ⻄徳島
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91 三好　　亮 みよし　りょう ⻄徳島
92 石﨑　　岳 いしざき　がく ⻄徳島
93 佐光　善雅 さこう　よしまさ ⻄徳島
94 有井　清⽂ ありい　きよふみ ⻄徳島
95 永正　智也 えいしょう　ともや ⻄徳島
96 樫尾　一輝 かしお　かずき ⻄徳島
97 秋山　光夫 あきやま　みつお ⻄徳島
98 藤坂　　智 ふじさか　さとし ⻄徳島
99 田村　真一 たむら　しんいち ⻄徳島
100 尾形　知宏 おがた　ともひろ ⻄徳島
101 小山　　稔 こやま　みのる ⻄徳島
102 本田　秀信 ほんだ　ひでのぶ ⻄徳島
103 幾原　⼤輔 いくはら　だいすけ ⻄徳島
104 ⾦山　誉典 かなやま　たかのり ⻄徳島
105 三木　武⽂ みき　たけふみ ⻄徳島
106 福岡　佳伸 ふくおか　よしのぶ 阿南CC
107 ⻑尾　哲也 ながお　てつや 阿南CC
108 ⽴田　仁哉 たつた　じんや 阿南CC
109 中⻄　雅英 なかにし　まさひで 阿南CC
110 東條　　孝 とうじょう　たかし 阿南CC
111 ⽴田　優博 たつた　まさひろ 阿南CC
112 中村　章⼆ なかむら　しょうじ 東徳島
113 井藤　雅義 いとう　まさよし 東徳島
114 桑島　脩次 くわじま　しゅうじ 東徳島
115 井上　直樹 いのうえ　なおき 東徳島
116 髙橋　裕之 たかはし　ひろゆき 東徳島
117 松田　　敦 まつだ　あつし 東徳島
118 ⼤岸　義治 おおぎし　よしはる 東徳島
119 髙橋　伸介 たかはし　しんすけ 東徳島
120 月岡　靖憲 つきおか　やすのり 東徳島
121 坂井　邦彦 さかい　くにひこ 東徳島
122 山本　国治 やまもと　くにはる 東徳島
123 本多　　浩 ほんだ　ひろし 東徳島
124 手束　真章 てづか　まさあき 東徳島
125 ⻄岡　真弘 にしおか　まさひろ 東徳島
126 笠井　俊志 かさい　しゅんじ 東徳島
127 藤岡　伸⼆ ふじおか　しんじ 東徳島
128 中林　茂幸 なかばやし　しげゆき 東徳島
129 福島　洋志 ふくしま　ようじ 東徳島
130 森　　俊治 もり　としはる 東徳島
131 森崎　善人 もりざき　よしひと 東徳島
132 白川　之信 しらかわ　ゆきのぶ 東徳島
133 後藤　直宏 ごとう　なおひろ 東徳島
134 竹内　泰章 たけうち　やすあき 東徳島
135 都　　英樹 みやこ　ひでき 東徳島
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136 髙橋　靖士 たかはし　やすし 東徳島
137 ⻑倉　隆之 ながくら　たかゆき 東徳島
138 藤本　孝志 ふじもと　たかし 東徳島
139 祖父江達也 そふえ　たつや 東徳島
140 中堀　　孝 なかほり　たかし 東徳島
141 ⼾田　祐司 とだ　ゆうじ 東徳島
142 久米　克典 くめ　かつのり 東徳島
143 堀田　隆史 ほりた　たかし 東徳島
144 平本　耕一 ひらもと　こういち 東徳島
145 徳川　光治 とくがわ　こうじ 東徳島
146 ⼤植　好⾏ おおうえ　よしゆき 東徳島
147 山本　良⼆ やまもと　りょうじ レオマ高原
148 岸上　賀洋 きしがみ　よしひろ レオマ高原
149 藤村　勝利 ふじむら　かつとし レオマ高原
150 藤原　啓⼆ ふじわら　けいじ レオマ高原
151 茶園　英登 ちゃえん　ひでと レオマ高原
152 白山　靖典 しろやま　やすのり Ｊクラシック
153 林　　保志 はやし　やすし Ｊクラシック
154 古川　貴士 ふるかわ　たかし Ｊクラシック
155 ⻄内　宏一 にしうち　こういち Ｊクラシック
156 近藤　美郷 こんどう　よしくに Ｊクラシック
157 郡　　弘⽂ こおり　ひろふみ Ｊクラシック
158 土肥　雅彦 どい　まさひこ Ｊクラシック
159 中塚　博紀 なかつか　ひろき グランディ
160 徳山　敏一 とくやま　としかず グランディ
161 丸山　信博 まるやま　のぶひろ グランディ
162 市原　　将 いちはら　まさし Ｇ協会
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