
２０２２年度　一般社団法人日本ゴルフツアー機構　社員名簿

1 青木 功 アオキ イサオ 71 金 庚泰 キム キョンテ

2 秋吉 翔太 アキヨシ ショウタ 72 金 智宇 キム ジウ

3 阿久津 未来也 アクツ ミキヤ 73 金 成玹 キム ソンヒョン

4 浅地 洋佑 アサヂ ヨウスケ 74 Ｃ・キム キム チャン

5 芦沢 宗臣 アシザワ ヒロタカ 75 金 燦祐 キム チャンウ

6 阿部 裕樹 アベ ヒロキ 76 木村 太一 キムラ タイチ

7 李 尚熹 イ サンヒ 77 Ａ・キュー キュー アンジェロ

8 池上 憲士郎 イケガミ ケンシロウ 78 Ａ・クウェイル クウェイル アンソニー

9 池田 勇太 イケダ ユウタ 79 久保田 皓也 クボタ ヒロヤ

10 池村 寛世 イケムラ トモヨ 80 倉本 昌弘 クラモト マサヒロ

11 すし 石垣 イシガキ スシ 81 Ｍ・グリフィン グリフィン マシュー

12 石川 遼 イシカワ リョウ 82 Ｊ・クルーガー クルーガー ジェイブ

13 石坂 友宏 イシザカ トモヒロ 83 黒岩 輝 クロイワ ヒカル

14 出水田 大二郎 イズミダ ダイジロウ 84 黒川 逸輝 クロカワ イツキ

15 市原 弘大 イチハラ コウダイ 85 黒﨑 蓮 クロサキ レン

16 伊藤 慎吾 イトウ シンゴ 86 Ｔ・クロンパ クロンパ タンヤゴーン

17 伊藤 誠道 イトウ マサミチ 87 Ｂ・ケネディ ケネディ ブラッド

18 稲森 佑貴 イナモリ ユウキ 88 Ｄ・ケマー ケマー ダッジ

19 今野 大喜 イマノ ダイキ 89 小泉 正樹 コイズミ マサキ

20 今平 周吾 イマヒラ シュウゴ 90 洪 健堯 コウ ケンギョウ

21 岩井 亮磨 イワイ リョウマ 91 香妻 陣一朗 コウヅマ ジンイチロウ

22 岩﨑 亜久竜 イワサキ アグリ 92 小斉平 優和 コサイヒラ ユウワ

23 岩崎 誠 イワサキ マコト 93 小鯛 竜也 コダイ タツヤ

24 岩田 大河 イワタ タイガ 94 小平 智 コダイラ サトシ

25 岩田 寛 イワタ ヒロシ 95 小西 健太 コニシ ケンタ

26 岩本 高志 イワモト タカシ 96 小西 奨太 コニシ ショウタ

27 岩元 洋祐 イワモト ヨウスケ 97 小西 貴紀 コニシ タカノリ

28 植竹 勇太 ウエタケ ユウタ 98 小林 伸太郎 コバヤシ シンタロウ

29 Ａ・ウォンワニ ウォンワニ アーノンド 99 小林 正則 コバヤシ マサノリ

30 Ａ・エバンス エバンス アンドルー 100 小袋 秀人 コブクロ ヒデト

31 海老根 文博 エビネ フミヒロ 101 近藤 智弘 コンドウ トモヒロ

32 Ｄ・オー オー デービッド 102 Ｐ・コンワットマイ コンワットマイ パチャラ

33 大岩 龍一 オオイワ リュウイチ 103 坂本 雄介 サカモト ユウスケ

34 大内 智文 オオウチ トモフミ 104 貞方 章男 サダカタ アキオ

35 太田 直己 オオタ ナオミ 105 佐藤 太地 サトウ ダイチ

36 大谷 俊介 オオタニ シュンスケ 106 佐藤 大平 サトウ タイヘイ

37 大田和 桂介 オオタワ ケイスケ 107 Ａ・サンドゥ サンドゥ アジーテシュ

38 大塚 智之 オオツカ トモユキ 108 Ｊ・ジェーンワタナノンド ジェーンワタナノンド ジャズ

39 大槻 智春 オオツキ トモハル 109 Ｓ・ジェフレス ジェフレス スティーブン

40 大西 魁斗 オオニシ カイト 110 塩見 好輝 シオミ コウキ

41 大貫 渉太朗 オオヌキ ショウタロウ 111 重永 亜斗夢 シゲナガ アトム

42 大堀 裕次郎 オオホリ ユウジロウ 112 篠 優希 シノ ユウキ

43 岡田 絃希 オカダ ゲンキ 113 Ｔ・シノット シノット トッド

44 小木曽 喬 オギソ タカシ 114 清水 大成 シミズ タイセイ

45 尾崎 慶輔 オザキ ケイスケ 115 Ｉ・Ｊ・ジャン ジャン アイジェイ 

46 尾崎 直道 オザキ ナオミチ 116 張 棟圭 ジャン ドンキュ

47 尾崎 将司 オザキ マサシ 117 生源寺 龍憲 ショウゲンジ タツノリ

48 小田 孔明 オダ コウメイ 118 Ｂ・ジョーンズ ジョーンズ ブレンダン

49 織田 信亮 オダ ノブアキ 119 Ｒ・ジョン ジョン リチャード

50 Ｐ・カーミス カーミス ピーター 120 杉本 エリック スギモト エリック

51 片岡 尚之 カタオカ ナオユキ 121 杉山 知靖 スギヤマ トモヤス

52 片山 晋呉 カタヤマ シンゴ 122 鈴木 敬太 スズキ ケイタ

53 勝俣 陵 カツマタ リョウ 123 鈴木 之人 スズキ ユキト

54 桂川 有人 カツラガワ ユウト 124 Ｓ・ストレンジ ストレンジ スコット

55 金谷 拓実 カナヤ タクミ 125 芹澤 慈眼 セリザワ ジゲン

56 金岡 奎吾 カネオカ ケイゴ 126 詹 世昌 セン セショウ

57 金子 駆大 カネコ コウタ 127 副田 裕斗 ソエダ ユウト

58 上井 邦裕 カミイ クニヒロ 128 宋 永漢 ソン ヨンハン

59 亀代 順哉 カメシロ ジュンヤ 129 高橋 慧 タカハシ ケイ

60 Ｍ・カルバリョ カルバリョ ミゲル 130 高橋 賢 タカハシ マサル

61 河 尊永 カワ タカノリ 131 高柳 直人 タカヤナギ ナオト

62 川上 優大 カワカミ ユウタ 132 高山 忠洋 タカヤマ タダヒロ

63 川満 歩 カワミツ アユミ 133 竹内 優騎 タケウチ ユウキ

64 河本 力 カワモト リキ 134 竹内 廉 タケウチ レン

65 姜 庚男 カン キョンナム 135 竹谷 佳孝 タケヤ ヨシタカ

66 Ｒ・ガンジー ガンジー ラヒル 136 竹安 俊也 タケヤス シュンヤ

67 菊池 純 キクチ ジュン 137 竹山 昂成 タケヤマ コウセイ

68 北村 晃一 キタムラ コウイチ 138 谷口 徹 タニグチ トオル

69 木下 裕太 キノシタ ユウタ 139 谷原 秀人 タニハラ ヒデト

70 木下 稜介 キノシタ リョウスケ 140 田村 光正 タムラ ミツマサ
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141 崔 虎星 チェ ホソン 211 村上 拓海 ムラカミ タクミ

142 Ｇ・チャルングン チャルングン ガン 212 安本 大祐 ヤスモト ダイスケ

143 Ｔ・Ｈ・チュー チュー ジーワン 213 矢野 東 ヤノ アズマ

144 趙 珉珪 チョ ミンギュ 214 山浦 一希 ヤマウラ カズキ

145 Ｊ・チョイ チョイ ジェイ 215 山田 大晟 ヤマダ タイセイ

146 塚田 陽亮 ツカダ ヨウスケ 216 山本 隆大 ヤマモト タカヒロ

147 Ｊ・デロスサントス デ ロス サントス ジャスティン 217 山本 太郎 ヤマモト タロウ

148 手嶋 多一 テシマ タイチ 218 尹 晟豪 ユン スンホ

149 Ｇ・デバルバ デバルバ ガブリエレ 219 吉田 泰基 ヨシダ タイキ

150 時松 隆光 トキマツ リュウコウ 220 米澤 蓮 ヨネザワ レン

151 徳元 中 トクモト アタル 221 Ｗ・Ｊ・リー リー ウォンジョン

152 富村 真治 トミムラ シンジ 222 Ｈ・リー リー ハン

153 富本 虎希 トミモト コウキ 223 梁 文冲 リャン ウェンチョン

154 内藤 寛太郎 ナイトウ ヒロタロウ 224 Ｈ・Ｗ・リュー リュー ヒョヌ

155 中里 光之介 ナカザト コウノスケ 225 若原 亮太 ワカハラ リョウタ

156 長澤 奨 ナガサワ ショウ

157 永澤 翔 ナガサワ ショウ

158 中嶋 常幸 ナカジマ ツネユキ

159 中島 徹 ナカジマ トオル

160 中西 直人 ナカニシ ナオト

161 永野 竜太郎 ナガノ リュウタロウ

162 鍋谷 太一 ナベタニ タイチ

163 成松 亮介 ナリマツ リョウスケ

164 成冨 晃広 ナルトミ アキヒロ

165 西山 大広 ニシヤマ タイコウ

166 額賀 辰徳 ヌカガ タツノリ

167 Ｓ・ノリス ノリス ショーン

168 Ａ・バーデット バーデット アダム

169 朴 銀信 パク ウンシン

170 Ｓ・Ｊ・パク パク エスジェイ

171 朴 相賢 パク サンヒョン

172 白 佳和 ハク ヨシカズ

173 Ｊ・パグンサン パグンサン ジュビック

174 幡地 隆寛 ハタヂ タカヒロ

175 Ｔ・パチュアイプラコン パチュアイプラコン ティティパン

176 原 敏之 ハラ サトシ

177 黄 重坤 ハン ジュンゴン

178 Ｓ・ハン ハン スンス

179 Ｐ・ピーターソン ピーターソン ポール

180 比嘉 一貴 ヒガ カズキ

181 比嘉 拓也 ヒガ タクヤ

182 久常 涼 ヒサツネ リョウ

183 Ｐ・ピッタヤラット ピッタヤラット パヌポール

184 平田 憲聖 ヒラタ ケンセイ

185 平本 世中 ヒラモト セジュン

186 平本 穏 ヒラモト ヤスキ

187 蛭川 隆 ヒルカワ タカシ

188 Ｓ・ビンセント ビンセント スコット

189 Ｄ・ブーマ ブーマ ダンタイ

190 福原 翔太 フクハラ ショウタ

191 藤田 寛之 フジタ ヒロユキ

192 藤本 佳則 フジモト ヨシノリ

193 Ｄ・ブランスドン ブランスドン デービッド

194 Ａ・ブランド ブランド アダム

195 古川 雄大 フルカワ ユウキ

196 Ｔ・ペク ペク トッド

197 Ｄ・ペリー ペリー ディラン

198 Ｍ・ヘンドリー ヘンドリー マイケル

199 星野 陸也 ホシノ リクヤ

200 堀川 未来夢 ホリカワ ミクム

201 正岡 竜二 マサオカ リュウジ

202 松田 一将 マツダ カズマサ

203 松原 大輔 マツバラ ダイスケ

204 松村 大輝 マツムラ ダイキ

205 馬渡 清也 マワタリ セイヤ

206 Ｐ・ミーサワット ミーサワット プロム

207 光田 智輝 ミツダ トモキ

208 宮里 優作 ミヤザト ユウサク

209 宮本 勝昌 ミヤモト カツマサ

210 武藤 俊憲 ムトウ トシノリ
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