
Oneday Challenge 2022出場予定選手
男子シニアプロ 出場選手 紹介URL

1 伊澤　利光 伊澤　利光選手のプロフィール (jga.or.jp)
2 岡茂　洋雄 岡茂　洋雄選手のプロフィール (jga.or.jp)
3 加瀬　秀樹 加瀬　秀樹選手のプロフィール (jga.or.jp)
4 河井　博大 河井　博大選手のプロフィール (jga.or.jp)
5 川岸　良兼 川岸　良兼選手のプロフィール (jga.or.jp)
6 金城　和弘 金城　和弘選手のプロフィール (jga.or.jp)
7 桑原　克典 桑原　克典選手のプロフィール (jga.or.jp)
8 崎山　武志 崎山　武志選手のプロフィール (jga.or.jp)
9 芹沢　大介 芹澤　大介選手のプロフィール (jga.or.jp)

10 タケ　小山 タケ　小山選手のプロフィール (jga.or.jp)
11 谷口　徹 谷口　徹選手のプロフィール (jga.or.jp)
12 塚田　好宣 塚田　好宣選手のプロフィール (jga.or.jp)
13 東　聡 東　聡選手のプロフィール (jga.or.jp)
14 深堀　圭一郎 深堀　圭一郎選手のプロフィール (jga.or.jp)
15 藤田　寛之 藤田　寛之選手のプロフィール (jga.or.jp)
16 丸山　茂樹 丸山　茂樹選手のプロフィール (jga.or.jp)
17 宮瀬　博文 宮瀬　博文選手のプロフィール (jga.or.jp)
18 横田　真一 横田　真一選手のプロフィール (jga.or.jp)
19 米倉　和良 米倉　和良選手のプロフィール (jga.or.jp)

http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_15596.html
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http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_15661.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_16556.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_15679.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_22273.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_15726.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_18062.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_18013.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_15905.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_15897.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_18138.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_16973.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_16015.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_17948.html


Oneday Challenge 2022出場予定選手
男子プロ 出場選手 紹介URL

1 秋吉　翔太 秋吉　翔太選手のプロフィール (jga.or.jp)
2 阿部　裕樹 阿部　裕樹選手のプロフィール (jga.or.jp)
3 石毛　一輝 石毛　一輝選手のプロフィール (jga.or.jp)
4 泉川　メイソン 泉川　メイソン選手のプロフィール (jga.or.jp)
5 今野　大喜 今野　大喜選手のプロフィール (jga.or.jp)
6 今野　康晴 今野　康晴選手のプロフィール (jga.or.jp)
7 岩崎　亜久竜 岩﨑　亜久竜選手のプロフィール (jga.or.jp)
8 岩男　健一 岩男　健一選手のプロフィール (jga.or.jp)
9 小田　孔明 小田　孔明選手のプロフィール (jga.or.jp)

10 大澤　和也 大澤　和也選手のプロフィール (jga.or.jp)
11 甲斐　慎太郎 甲斐　慎太郎選手のプロフィール (jga.or.jp)
12 金子　駆大 金子　駆大選手のプロフィール (jga.or.jp)
13 亀代　順哉 亀代　順哉選手のプロフィール (jga.or.jp)
14 勝俣　陵 勝俣　陵選手のプロフィール (jga.or.jp)
15 北村　晃一 北村　晃一選手のプロフィール (jga.or.jp)
16 塩見　好輝 塩見　好輝選手のプロフィール (jga.or.jp)
17 清水　大成 清水　大成選手のプロフィール (jga.or.jp)
18 杉山　知靖 杉山　知靖選手のプロフィール (jga.or.jp)
19 時松　隆光 時松　隆光選手のプロフィール (jga.or.jp)
20 額賀　辰徳 額賀　辰徳選手のプロフィール (jga.or.jp)
21 蛭田　玲於 蛭田　玲於選手のプロフィール (jga.or.jp)
22 堀川　未来夢 堀川　未来夢選手のプロフィール (jga.or.jp)
23 丸山　奨王 丸山奨王 プロフィール｜GDO　ゴルフダイジェスト・オンライン (golfdigest.co.jp)
24 矢野　東 矢野　東選手のプロフィール (jga.or.jp)
25 横尾　要 横尾　要選手のプロフィール (jga.or.jp)
26 和田　章太郎 和田　章太郎選手のプロフィール (jga.or.jp)
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http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_16269.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_30245.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_17031.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_37125.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_28338.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_33715.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_30049.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_15474.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_30509.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_30281.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_25526.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_15164.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_30327.html
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_28093.html
https://news.golfdigest.co.jp/players/profile/17952/
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_16438.html
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http://www.jga.or.jp/jga/jsp/players/profile_30338.html


Oneday Challenge 2022出場予定選手
女子プロ 出場選手 紹介URL

1 井上　莉花 井上莉花 プロフィール｜GDO　ゴルフダイジェスト・オンライン (golfdigest.co.jp)
2 今井　鮎美 今井鮎美 プロフィール｜GDO　ゴルフダイジェスト・オンライン (golfdigest.co.jp)
3 大須賀　望 大須賀　望選手のプロフィール (jga.or.jp)
4 尾崎　小梅 尾崎小梅プロフィール | 選手情報 | ツアー情報 | ゴルフのポータルサイトALBA.Net
5 川崎　志穂 川﨑 志穂 プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会
6 鬼頭　さくら 鬼頭 さくら プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会
7 木村　怜衣 木村怜衣 プロフィール｜GDO　ゴルフダイジェスト・オンライン (golfdigest.co.jp)
8 倉田　珠里亜 倉田 珠里亜 プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会
9 甲田　良美 甲田 良美 プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会

10 河野　杏奈 河野 杏奈 プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会
11 小林　咲里奈 小林 咲里奈 プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会
12 坂口　瑞菜子 坂口瑞菜子 | 選手紹介 | 一般社団法人 日本プロゴルフ選手育成協会 (jgda.or.jp)
13 佐々木　慶子 佐々木 慶子 プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会
14 佐藤　絵美 佐藤 絵美 プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会
15 武尾　咲希 武尾 咲希 プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会
16 竹本　梨奈 竹本　梨奈選手のプロフィール (jga.or.jp)
17 西山　ゆかり 西山 ゆかり プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会
18 廣田　真優 廣田 真優 プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会
19 福嶋　浩子 福嶋 浩子 プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会
20 星川　ひなの 星川　ひなの選手のプロフィール (jga.or.jp)
21 本多　弥麗 本多 弥麗 プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会
22 横山　倫子 横山 倫子 プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会
23 渡邊　順子 渡邊 順子 プロフィール詳細｜JLPGA｜日本女子プロゴルフ協会
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https://www.lpga.or.jp/members/info/1003005
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