
.

ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名

時間 所属 所属 所属 所属 時間 所属 所属 所属 所属

池上 典成 歸山 幸彦 土山 誠 酉川 博文 木村 滋 坂本 望実 住本 大雅 前田 賢祐

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾏｽﾀｰｽﾞ 西神戸 武庫ﾉ台 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京阪 北神戸 武庫ﾉ台

石川 大翔 小西 健矢 西尾 武樹 森 遼太 藤田 伸 藤山 大耀 中筋 義徳 渡辺 善康

京阪 よみうりｳｴｽﾄ ｱｵﾉ ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ つるや 紫香楽国際 よみうりｳｴｽﾄ

石田 真吾 今江 弘樹 前田 義徳 宮本 一男 伊原木 敬二 勝見 幸生 河合 慈英 古谷 直之

北神戸 京都大原 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾏｽﾀｰｽﾞ 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ 京阪 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

宇都宮 誠充 田中 雅登 藤山 開晟 山下 恭平 北野 裕明 阪本 烈 高井 広樹 丸橋 孝夫

西神戸 京阪 つるや 武庫ﾉ台 ﾜｰﾙﾄﾞ 武庫ﾉ台 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸

岡田 賢 楠橋 孝教 宮本 雅仁 山城 隆男 金子 敬俊 倉垣 匡秀 平田 信晃 三宅 悠斗

ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ 紫香楽国際 ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 滋賀甲南

奥野 英晴 園 耕一郎 水畑 伊知郎 水本 義孝 鈴木 淳志 田中 学 中野 友浩 西田 進

ﾜｰﾙﾄﾞ 武庫ﾉ台 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 滋賀甲南 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京都大原 湯村 京阪

加藤 時彦 外村 祐二 田畑 蓮 宮本 敏幸 猪木 直哉 木村 正憲 徳永 勇利 森 忠彦

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京阪 北神戸 武庫ﾉ台 滋賀甲南 六甲国際 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

7:52 7:52

小早川 智之 村上 誠 山内 猛 夢野 順二 小林 信吾 冨川 恒義 中井 賢一 中野 耕治

よみうりｳｴｽﾄ 滋賀甲南 ﾏｽﾀｰｽﾞ 湯村 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ ﾜｰﾙﾄﾞ よみうりｳｴｽﾄ

井上 泰人 末原 健 前岡 啓介 山口 亮 小日出 稜平 菅川 貢 玉木 海凪 藤田 魁斗

ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 武庫ﾉ台 西神戸 北神戸 滋賀甲南 京阪 紫香楽国際

大東 重則 大山 一平 前川 努 宮谷 佳宏 阿部 富男 竹森 誠 西村 祐治 安田 賢史

滋賀甲南 ｱｵﾉ 京阪 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 武庫ﾉ台 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

木村 博 曽我 将志 土橋 拓真 松下 全伸 奥中 基晃 髙橋 正悟 長谷川 喜昭 松村 淳栄

大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 紫香楽国際 武庫ﾉ台 京都大原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾏｽﾀｰｽﾞ 滋賀甲南 湯村

有吉 孝文 角井 和頼 高山 峻輔 吉田 真也 新井 将文 河合 敬太郎 三田 真弘 山本 守

ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 滋賀甲南 ﾜｰﾙﾄﾞ ｱｵﾉ 京阪 京都大原

大山 憲治 笹尾 諒 藤本 淳一 渡辺 圭介 今宮 陸智 辻 信行 出羽 弘和 中北 光則

ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ よみうりｳｴｽﾄ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 京阪 滋賀甲南 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ よみうりｳｴｽﾄ 西神戸

岩井 隆祐 金田 康成 田辺 浩 安川 寛昭 井上 達郎 木下 義仁 福本 哲 丸井 律輝

ﾏｽﾀｰｽﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 滋賀甲南 湯村 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ 武庫ﾉ台

8:52 8:52

高野 健汰 藤田 俊彦 三倉 誠生 毛利 浩一郎 上原 良太 中道 和孝 細田 尚希 吉川 昌宏

六甲国際 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｱｵﾉ 滋賀甲南 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京阪 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

小野 貴之 管家 一寿 田中 裕基 田 修成 河合 亮汰 喜多 晴彦 清水 寿徳 高子 風順

京阪 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 滋賀甲南 紫香楽国際 ｱｵﾉ ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ

久保田皓也 小斉平 優和 田中 陽介 森下 陽介 淺井 勇志 近田 一真 中尾 亮太 牧 慎稔

ｼｰﾄﾞ：ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ 武庫ﾉ台 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 北神戸 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 滋賀甲南 ｼｰﾄﾞ：ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

上松 佑平 竹田 弘登 竹山 昂成 田中 泰芽 秋山 利王 岩崎 辰郎 上田 純也 三田 貴樹

ﾜｰﾙﾄﾞ 滋賀甲南 北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾜｰﾙﾄﾞ 西神戸 武庫ﾉ台 京阪

岩田 大河 西脇 まあく 牧田 克哉 松岡 聡 大橋 浩太朗 神 誠行 松本 正樹 吉本 龍斗

ｼｰﾄﾞ：京阪 京阪 ﾏｽﾀｰｽﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 紫香楽国際 京都大原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 滋賀甲南

今井 健 岩崎 旦周 坂井 英二 辻 涼大郎 下浦 勝也 白髭 慎一 野澤 竜次 星山 一也

滋賀甲南 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうりｳｴｽﾄ 京都大原 よみうりｳｴｽﾄ 武庫ﾉ台 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 滋賀甲南

井上 智旺 大薗 総祐 釣浦 郁真 中野 典昭 中島 和博 福岡 大河 増田 順平 丸山 勝

武庫ﾉ台 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 京阪 滋賀甲南 ﾏｽﾀｰｽﾞ

9:52 9:52

太田 浩年 西谷 正造 福室 伊久男 前田 朝治 大西 義光 北村 嘉基 袖長 欣也 増見 友紀

滋賀甲南 湯村 京阪 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱｵﾉ 北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

牛塚 海斗 小木野 太優 梶谷 亮之 蔡 秋明 池内 佑輔 辻田 晴也 前川 瑞輝 松浦 武士

よみうりｳｴｽﾄ 紫香楽国際 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 ﾜｰﾙﾄﾞ 滋賀甲南 ﾏｽﾀｰｽﾞ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ

黒田 繁人 野間 安信 都 和人 森下 響 岩田 英明 加登 隆太 齋藤 陸 広山 雄大

西神戸 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞ 滋賀甲南 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ よみうりｳｴｽﾄ 京阪 つるや

金田 伊織 川口 倖大 中川 裕一 宇佐見 涼 谷口 日出雄 辻 正幸 平山 幸寿

京都大原 ﾜｰﾙﾄﾞ 京阪 滋賀甲南 ﾜｰﾙﾄﾞ 京都大原 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

参加人数：199人

23 10:07 23 10:07

24 10:15 24 10:15

25 10:22 - 25 10:22

20 9:37 20 9:37

21 9:45 21 9:45

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

22 10:00 22 10:00

18 9:22 18 9:22

19 9:30 19 9:30

16 9:07 16 9:07

17 9:15 17 9:15

13 8:37 13 8:37

14 8:45 14 8:45

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

15 9:00 15 9:00

11 8:22 11 8:22

12 8:30 12 8:30

9 8:07 9 8:07

10 8:15 10 8:15

7 7:45 7 7:45

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

8 8:00 8 8:00

5 7:30 5 7:30

6 7:37 6 7:37

3 7:15 3 7:15

4 7:22 4 7:22

1 7:00 1 7:00

2 7:07 2 7:07

第49回　全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技　西日本関西地区決勝
開催コース：武庫ノ台ゴルフコース 2015年5月26日(火)
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