
.

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 3 3 3 3

1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 105 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 94

ﾊｾｶﾞﾜﾏｻﾙ ﾌｼﾞｴﾀﾞﾂﾄﾑ ﾋｻｶﾜｶﾂﾐ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｶｽﾞ 木村ﾖｼｱｷ ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ ﾂｼﾞ ｶｽﾞｵ

長谷川 勝 藤枝 勉 久川勝己 山本 隆和 木村 義昭 平野 誠 辻 和夫

米子ｺﾞﾙﾌ場 米子ｺﾞﾙﾌ場 ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 京都大原 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 高松 京都大原

1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 92

ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ ｸﾒ ﾏｻﾐﾂ ﾖｺﾀｺｳｲﾁ ｲﾉｸﾏ　ｷﾖｼ ﾄﾐﾅｶﾞ　ﾀﾂﾉﾌﾞ ﾎｿﾐ　ﾋﾛｼ ｾﾉﾖｳｿﾞｳ

山田 章 久米 正光 横田幸一 猪熊 潔 富永 龍信 細見 博 瀬野 洋三

高松 高松 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ 北神戸 松山小野

1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 90

ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ ﾖｺｲ ﾉﾌﾞｵ ﾊﾔｼ　ｼﾝ ﾕﾓﾄ ﾀｹﾋｺ ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ ﾅｲﾄｳﾅｵﾋｻ ｻｶﾓﾄﾖｼｵ

田中 均 横井 信夫 林 伸 湯本 武彦 竹本 雅則 内藤 直久 坂本 良雄

京都大原 高松 よみうりｳｴｽﾄ 京都大原 高松 米子 湯村

1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 88

ｵｵﾓﾘ　ﾅｵｻﾞﾈ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾖｶｽﾞ ﾔｽﾊﾗﾏｻｵ ﾆｼﾀﾆﾏｻﾕｷ ﾆｲﾐ ｲｻｵ ｶﾅｵｶ　ﾉﾌﾞｵ ﾅｶﾑﾗ　ﾘﾂﾛｳ ﾏﾙﾊｼ　ﾀｶｵ

大森 直実 谷口 豊一 安原 正夫 西谷 正之 新見 功 金岡 伸男 中村 律郎 丸橋 孝夫

西神戸 京都大原 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 湯村ｶﾝﾂﾘｰ 高松 よみうりｳｴｽﾄ ｼｰﾄﾞ･ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸

7:45 7:45

1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ｺﾞﾝｽｲｶﾎ ｷﾉｼﾀﾄﾓﾕｷ ｵｷｶｽﾞﾄ ｼﾊﾞﾀｱﾂｼ ﾖｼﾀﾆ　ﾋﾛﾕｷ ﾆｼｶﾂﾉﾘ ﾌｼﾞｼﾏ　ﾖｼｶｽﾞ ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝ

言水 賀穂 木下 知行 沖 和人 柴田 淳志 吉谷 博之 西 勝典 藤島 義一 松本 賢

湯村ｶﾝﾂﾘｰ 奥津 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 岡山空港 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 湯村 京阪ｺﾞﾙﾌ 高松

1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86

ｲｼﾀﾞ　ﾃﾙｵ ﾀﾅｶｶｽﾞｵ ｸｽﾞﾊﾗ　ﾉﾌﾞﾋｺ ｳｴﾉﾏｻﾌﾐ ﾐﾔﾓﾄ　ﾏｻﾋﾄ ﾐﾔﾓﾄ　ﾖｼｱｷ ﾀﾑﾗ ｹｲｼﾞ ﾔﾏｻｷﾕﾀｶ

石田 輝夫 田中和夫 葛原 宣彦 上野雅史 宮本 雅仁 宮本 吉昭 田村 啓二 山崎 豊

よみうりｳｴｽﾄ ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 ｱｵﾉ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ 高松 松山小野

1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86

ﾔﾏｼﾀ　ｶﾒﾐ ｲﾄｳﾋﾛｼﾞ ｳﾁﾀﾞﾉﾌﾞｵ ｾｵﾔｽﾌﾐ ﾃﾞﾉﾏｻｼ ﾓﾘ　ﾊﾝｼﾞ ﾁｶﾂﾈﾄｼﾋｺ ｽｷﾞﾊﾗ　ﾖｼﾋｺ

山下 亀海 伊藤 熙司 内田 信夫 瀬尾保文 出野 雅士 森 判治 近常 俊彦 杉原 吉彦

北神戸 米子ｺﾞﾙﾌ場 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 大阪 よみうりｳｴｽﾄ 岡山空港 よみうりｳｴｽﾄ

1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ﾅｶﾓﾄ ﾄｼﾐﾂ ﾀｶﾊｼ　ｺｳｷ ﾖｺﾊﾏ　ﾀｶﾉﾘ ﾔﾏｵｶ　ﾃﾙｱｷ ﾔﾏﾓﾘ　ﾃﾂﾔ ﾅｲﾄｳ　ﾉﾌﾞﾋﾄ ﾏﾂｵｶ　ﾅｦﾕｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾌｻﾖｼ

中本 寿満 高橋 幸喜 横浜 孝則 山岡 照明 山森 徹也 内藤 宣人 松岡 通之 藤本 房由

高松 西神戸 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ ｼｰﾄﾞ･ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 ｱｵﾉ 京都大原

8:22 8:22

1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84

ｵﾀﾞ　ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ ﾅｶｲ　ﾋｻｶｽﾞ ﾀｶｳﾁ　ｴﾂｼﾞ ｿｶﾞﾜ　ｷﾖｼ ｻﾄｳ　ｶﾂﾕｷ ﾎﾘｲ　ｺｳｲﾁ ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾋﾄｼ ﾔｽﾀﾞ ﾂﾖｼ

織田 秀宣 中井 久一 髙内 悦次 十川 清 佐藤 勝之 堀居 耕一 藤原 仁嗣 安田 強

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京阪ｺﾞﾙﾌ 高松

1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84

ｶﾀﾔﾏ　ﾋﾛｼ ﾑﾀｸﾞﾁﾂﾄﾑ ｴﾆｼ ﾋﾛﾌﾐ ｵｸﾑﾗ　ﾋﾛﾀｶ ﾀｶｾ ｶｽﾞﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ　ﾐﾂﾋﾛ ﾀｶｲ　ｱｷﾋｺ ﾆｼﾀﾞ　ﾖｼﾛｳ

片山 浩 牟田口務 江西 博文 奥村 弘尊 高瀬 和弘 中村 光浩 高井 昭彦 西田 好郎

ｱｵﾉ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ ｱｵﾉ ｱｵﾉ

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82

ﾓﾘｼﾝｼﾞ ｻｸﾗｲﾏｻﾙ ｲｼﾀﾞ　ｼﾝｺﾞ ﾏﾂｳﾗｲﾁｵ ﾏｻｷ　ｶｵﾙ ｻﾝﾉﾐﾔ ﾋﾃﾞｵ ｴﾑﾗ　ﾋﾛｼﾞ ﾏﾂﾀﾞ　ﾀｶｼ

森 真治 櫻井 賢 石田 真吾 松浦 市雄 正木 薫 三野宮秀男 江村 博次 松田 孝司

岡山空港 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ 武庫ﾉ台 瀬板の森 西神戸

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81

ｵｵﾋｶﾞｼ　ｼｹﾞﾉﾘ ｷﾀｸﾞﾁ　ﾐﾂﾙ ﾉﾌﾞﾁｵｻﾌﾐ ﾅｶﾔｽ ｽｽﾑ ﾀｹﾐｶ ｼﾝｼﾞ ﾘ　ｶｼﾞｭﾝ ｷﾑﾗﾋﾛｼ ｺｼﾞﾏﾔｽﾋﾛ

大東 重則 北口 満 延地長文 中安 進 武甕 真司 李 家順 木村 博 小島 康弘

西神戸 よみうりｳｴｽﾄ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 武庫ﾉ台 京都大原 ｱｵﾉ 大阪 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

9:00 9:00

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾕｷ ｻｻｶﾞﾜ　ﾔｽﾋﾛ ｱｵﾀ　ﾐﾂﾋﾛ ﾆｼﾀﾞ　ｽｽﾑ ﾅｶｷﾀ　ﾐﾂﾉﾘ ｺﾊﾞﾔｼﾏｻﾊﾙ ﾔﾏｻｷｺﾞﾛｳ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾐﾁﾉﾘ

村上 隆之 笹川 康博 青田 光宏 西田 進 中北 光則 小林 正治 山崎 吾朗 藤本 道徳

京都大原 よみうりｳｴｽﾄ ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 米子 ｼｰﾄﾞ･よみうり

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79

ｵｵﾏｴ　ｼｹﾞﾕｷ ｷﾀﾔﾏｺｳｼﾞ ｵﾀﾞｷﾞﾘ　ﾏｻﾊﾙ ｿﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾅｶﾆｼ　ﾘｮｳｲﾁ ｶﾉﾏﾀ ﾖｼﾊﾙ ｸﾛｶﾜ　ﾏｺﾄ ｽｶﾞﾜﾗ　ﾀｹｼ

大前 繁幸 北山康司 小田桐 正治 園 耕一郎 中西 良一 鹿俣 義春 黒川 誠 菅原 健

ｱｵﾉ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｼｰﾄﾞ･北神戸 武庫ﾉ台 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ 京都大原 北神戸 しがらきの森

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78

ﾀｶｼﾏﾋﾃﾞｲﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾁ ﾅｶｼﾏﾋﾛｼ ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ ﾏｽﾓﾄ ｷﾐｵ ｱﾍﾞﾄﾐｵ ﾉｻﾞｷ　ｼｮｳｼﾞ ｶﾐﾆｼ ｹﾝｼﾞ

高島 秀一 渡邊 正道 中嶋浩 小泉 章五 増元 公男 阿部 富男 野崎 彰司 上西 憲二

ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 武庫ﾉ台 大阪 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 76

ﾊﾆｵｶ　ｺｳｲﾁ ﾐｽﾞﾉ　ｼﾝｲﾁ ｲｼｲ　ｹﾝｼﾞ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾂﾄﾑ ﾅｶﾞｲ　ﾌﾐｵ ﾆｼﾃﾞ　ﾏｻｼﾞ ｷﾖ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ｾﾞﾝ　ﾁﾞﾝ

埴岡 孝一 水野 進一 石井 憲次 小林 勉 永井 文雄 西出 雅次 清 順一 全 珍

ｱｵﾉ ｼｰﾄﾞ･よみうり 北神戸 北神戸 ｼｰﾄﾞ･よみうり 北神戸 西神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

参加人数：64人 参加人数：61人
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第12回　西日本ミッドシニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技

開催コース：北神戸ゴルフ場 2015年9月25日(金)
ミッドシニア（東） シニア（南）
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第21回西日本シニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技

-

-

-

4 7:37

第２日目

調　　整　　時　　間

9:07

9:15

調　　整　　時　　間
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9:07
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