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時間 所属 所属 所属 所属 時間 所属 所属 所属 所属

ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ ﾑﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ ﾓﾘｼﾀ ｷｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ ﾎｿﾀﾞ ﾅｵｷ ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀ ﾎｿｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ

山下 嘉信 中村 栄樹 村田 幸大郎 森下 響 山本 晃裕 細田 尚希 木下 将太 細川 淳矢
よみうりｺﾞﾙﾌWC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 高松PGC 滋賀甲南CC ﾜｰﾙﾄﾞCGC 京阪GC 大阪PG 水島GL

ｲﾉｳｴ ﾀｶﾄｼ ｵﾀﾞﾆ ﾏｻﾀｹ ﾊﾗ ﾀﾂﾏ ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳ ｾﾝﾎﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾌﾐ ｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀ

井之上 貴俊 子谷 正剛 原 龍馬 難波 翔 泉保 秀和 山﨑 博文 伊藤 克彦 松原 将太
琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞGC ﾏｽﾀｰｽﾞGC 滋賀甲南CC ｱｵﾉｺﾞﾙﾌｺｰｽ 高松PGC ｱｵﾉｺﾞﾙﾌｺｰｽ 滋賀甲南CC 京阪GC

ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ ﾌｸﾑﾛ ｲｸｵ ｵｷﾀ ﾕｳｽｹ ｳｴﾉ ﾘｸ ｱﾗｲ ﾏｻﾌﾐ ﾌｼﾐ ﾏｻﾋﾃﾞ ﾀﾂｶﾜ ﾋﾛｷ ﾓﾘｼﾀ ﾚﾝ

西野 工 福室 伊久男 沖田 悠輔 上野 陸 新井 将文 伏見 将秀 立川 宙樹 森下 蓮
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 京阪GC 水島GL 岡山空港GC 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞGC 京阪GC 岡山空港GC 滋賀甲南CC

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾏ ｻｻｷ ﾀﾞｲ ﾂﾘｳﾗ ｲｸﾏ ﾄﾀﾞｶ ﾀﾞｲﾁ ｳｼﾂｶ ｹﾝｼﾞ ｲｼﾄ ﾉﾎﾞﾙ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾀｸﾔ

谷口 日出雄 山本 涼真 佐々木 大 釣浦 郁真 戸高 大地 牛塚 賢治 石戸 登 林田 卓也
ﾏｽﾀｰｽﾞGC ﾄﾑﾜﾄｿﾝGC ﾜｰﾙﾄﾞCGC 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 よみうりｺﾞﾙﾌWC つるやCC西宮北C 瀬坂の森北九州GC

ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾕｷ ｶﾜﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ ｷﾀｶﾌﾞ ﾖｼｽﾞﾐ ｵｸﾞﾗ ﾄｼｱｷ ｼｵﾐ ﾀｹﾌﾐ ｱﾍﾞ ﾄﾐｵ ｳﾁﾀﾞ ｹｲｼﾞ ﾀｹｶﾜ ｶｽﾞﾄ

宮本 敏幸 川原 正寛 北株 義純 小椋 俊明 塩見 武文 阿部 富男 内田 佳二 竹川 加寿斗
北神戸ｺﾞﾙﾌ場 京阪GC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 奥津GC 水島GL 大阪PG 丸亀PGC ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島GC

ﾌｸﾓﾄ ｻﾄﾙ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾏｻｷ ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｷ ﾃﾗﾆｼ ﾘｮｳﾏ ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ ｿﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ ﾆﾜ ｶｲﾄ ﾌﾙｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ

福本 哲 宇都宮 正暉 田所 裕槻 寺西 遼馬 岡本 一仁 曽山 隆次 丹羽 海太 古川 惣一朗
琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞGC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 高松PGC 宇部72CC江畑池C 湯村CC ﾜｰﾙﾄﾞCGC 京阪GC 高松PGC

ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾅﾘ ﾔﾏﾅｶ ﾋｻﾉﾘ ｵｵｼﾏ ｺｳﾍｲ ﾐﾜ ﾕｳｼﾛｳ ｲﾀﾐ ｼﾝｼﾞ ﾏｴｶﾜ ﾂﾄﾑ ｶﾐｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾔ

田中 一成 山中 壽憲 大島 康平 三輪 有志朗 伊丹 晋司 前川 努 上浦 雄大 吉田 真也
松山小野CC 武庫ﾉ台GC 花回廊GC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 米子ｺﾞﾙﾌ場 京阪GC ﾄﾑﾜﾄｿﾝGC 滋賀甲南CC

7:52 7:52

ｲｼｶﾜ ﾕｳｲﾁ ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｵ ｶﾐﾑﾗ ﾘｭｳﾀ ｽﾜｷ ﾕｳﾘ ｳｷﾀ ｻﾄｼ ﾑﾗﾔﾏ ﾖｼﾋｺ ﾀﾗﾏ ｼﾝﾍﾟｲ ｶﾒｲ ｿｳﾀ

石川 雄一 宮本 一男 上村 竜太 洲脇 宥吏 浮田 智志 村山 嘉彦 多良間 伸平 亀井 壮汰
高松PGC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC ﾄﾑﾜﾄｿﾝGC 水島GL ﾏｽﾀｰｽﾞGC 瀬坂の森北九州GC 南山CC 丸亀PGC

ｷﾉｼﾀ ｼｭｳｼﾞ ﾌｸｼﾏ ｼﾝﾔ ｵｵｼﾏ ﾀｶﾗ ﾆｼﾜｷ ﾏｱｸ ｸｽﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ ｴｲｻﾞﾜ ｾｲ ｺﾀﾞﾏ ｶｽﾞｷ ﾄﾖｻﾄ ﾕｳｷ

木下 修司 福島 慎也 大嶋 宝 西脇 まあく 楠元 隆文 栄沢 精 児玉 和生 豊里 裕士
湯村CC ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島GC 水島GL 京阪GC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 京都大原PC 高松PGC 南山CC

ｲﾉｵｸ ｹｲ ｲﾉｳｴ ﾔｽﾋﾄ ｲﾅﾀﾞ ｱｲﾄ ｸﾛｶﾜ ｺｳｷ ﾅｶﾉ ｺｳｼﾞ ﾀｷﾉ ﾌﾐﾊﾙ ｱｷﾔﾏ ﾘｵ ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ

猪奥 慶 井上 泰人 稲田 愛篤 黒川 航輝 中野 耕治 瀧野 文晴 秋山 利王 田中 裕基
京都大原PC ﾜｰﾙﾄﾞCGC 瀬坂の森北九州GC 高松PGC 武庫ﾉ台GC ﾏｽﾀｰｽﾞGC ﾜｰﾙﾄﾞCGC 滋賀甲南CC

ﾊﾔｼ ﾌﾐｵ ｶｶﾞﾜ ﾅﾀｶ ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾝ ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ ﾀｶﾀｹ ｶｽﾞｱｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ ｷﾝｼﾞｮｳ ｲﾂｷ

林 文男 香川 奈鷹 坂本 優心 永田 耕太郎 渡邊 慎弥 高竹 和明 近藤 有真 金城 五貴
瀬坂の森北九州GC 丸亀PGC ﾄﾑﾜﾄｿﾝGC 大阪PG ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸPC 水島GL 高松PGC 南山CC

ｶﾜｲ ﾘｭｳﾀ ｷｸﾀ ｼｮｳ ｺﾔﾏ ｴｲｼﾞ ﾀﾅﾏﾁ ｼｭﾝ ﾀﾀﾞﾓﾘ ｸﾆｱｷ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ ｲﾜﾀ ﾀｲｶﾞ ｳｼﾂｶ ｶｲﾄ

河合 隆太 菊田 奨 小山 栄治 棚町 駿 只森 邦亮 古川 雄大 岩田 大河 牛塚 海斗
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC 京阪GC 滋賀甲南CC 高松PGC 京阪GC ﾄﾑﾜﾄｿﾝGC 滋賀甲南CC よみうりｺﾞﾙﾌWC

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｲﾏﾐﾔ ﾀｶﾄﾓ ｲﾜｲ ﾘｭｳｽｹ ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ ﾕｷﾏｻ ﾚｵ ﾖｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ

中川 裕一 本田 正人 中川 聖太 今宮 陸智 岩井 隆祐 濱田 拓也 行正 怜恩 吉本 翔雄
京阪GC 京都大原PC 高松PGC 滋賀甲南CC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 花回廊GC 高松PGC

ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｷ ｳｷﾀ ﾂﾊﾞｻ ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ ｸﾛｶﾜ ﾋﾛﾕｷ ﾐﾔﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ ﾅｶｲ ﾖｼﾔｽ ｵｵｲｼ ｱﾂﾔ

中島 和博 庄司 裕貴 宇喜多 飛翔 川口 倖大 黒川 博之 宮谷 佳宏 中井 庸泰 大石 敦也
姫路ｼｰｻｲﾄﾞGC つるやCC西宮北C 岡山空港GC ﾜｰﾙﾄﾞCGC 高松PGC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC 大阪PG 宇部72CC江畑池C

8:52 8:52

ﾐｸﾗ ﾏｻｷ ﾊﾗ ﾐｸﾄ ﾄﾞｲ ﾌﾐﾋﾛ ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ ｷﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ﾀｶﾔﾏ ﾕﾀｶ ﾖﾈﾊﾗ ｶｲﾄ

三倉 誠生 原 みくと 土井 文博 田中 秀明 福岡 大河 貴田 友広 高山 豊 米原 海斗
ｼｰﾄﾞ･ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 奥津GC 瀬坂の森北九州GC 米子ｺﾞﾙﾌ場 ｼｰﾄﾞ･京阪GC 水島GL 瀬坂の森北九州GC 米子ｺﾞﾙﾌ場

ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾅﾘ ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ﾋﾗﾀ ｼｮｳｲﾁ ｾﾘｻﾞﾜ ｼﾞｹﾞﾝ ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｷﾄ ｲﾜｻｷ ﾀﾂﾛｳ ﾀﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ ﾅｶｵ ﾘｮｳﾀ

藤井 勝成 前田 順一郎 平田 昌一 芹澤 慈眼 冨永 暁登 岩﨑 辰郎 田中 竜二 中尾 亮太
ｼｰﾄﾞ･岡山空港GC ﾏｽﾀｰｽﾞGC 丸亀PGC ﾄﾑﾜﾄｿﾝGC ｼｰﾄﾞ･岡山空港GC 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸPC 滋賀甲南CC

ﾀﾆﾓﾄ ｲﾁﾛｳ ﾄｸﾅｶﾞ ｹｲﾀ ﾀﾏｶﾞﾜ ﾘｭｳ ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾋｻﾂﾈ ﾘｮｳ ﾏｽﾐ ﾕｳｷ ﾄﾐﾀ ﾏｻﾂｸﾞ ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾉﾘ

谷本 伊知郎 徳永 圭太 玉川 竜 前田 祥冴 久常 涼 増見 友紀 冨田 雅二 藤井 龍典
ｼｰﾄﾞ･高松PGC よみうりｺﾞﾙﾌWC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC ｼｰﾄﾞ･奥津GC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC よみうりｺﾞﾙﾌWC 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞGC

ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ ｵﾀﾞﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾐｽﾞﾊﾀ ｲﾁﾛｳ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ ﾔﾏﾅｶ ﾂｷﾞｵ ｻﾀﾞﾄｳ ｹﾞﾝｷ

加藤 渉 小田原 敏弘 本多 一樹 水畑 伊知郎 板東 篤司 伊藤 工 山中 次雄 定藤 玄輝
ｼｰﾄﾞ･ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島G ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC 六甲国際PC 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 ｼｰﾄﾞ･高松PGC 松山小野CC 京都大原PC 水島GL

ｶﾄｳ ﾘｭｳﾀ ｽｴﾊﾗ ﾀｹｼ ｳｴﾑﾗ ｺｳﾍｲ ﾄｳｹﾞ ﾊﾙﾄ ｱﾍﾞ ｻﾄﾙ ﾕﾒﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ ｵｶｲﾁ ﾐｽﾞｷ ｺﾃﾗ ﾀﾞｲｽｹ

加登 隆太 末原 健 植村 康平 唐下 明徒 阿部 悟 夢野 順二 岡市 瑞樹 小寺 大佑
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 しがらきの森CC ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山GC 高松PGC 湯村CC 武庫ﾉ台GC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｵ ﾎｳﾀﾞｲｼﾞ ﾕﾀｶ ﾌｼﾞﾔﾏ ﾀｲﾖｳ ﾅﾘﾏﾂ ｼｮｳ ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳﾍｲ ﾆｼﾑﾗ ﾀｶｼ ｸﾛｶﾜ ｲﾂｷ ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾄ

山本 光男 宝大寺 裕 藤山 大耀 成松 翔 山下 恭平 西村 隆司 黒川 逸輝 石川 大翔
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山GC ｱｵﾉｺﾞﾙﾌｺｰｽ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島GC 武庫ﾉ台GC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 高松PGC 大阪PG

ﾊﾏｵｶ ﾉﾌﾞｼｹﾞ ｶﾈﾑﾗ ﾄｼﾉﾘ ｶﾄｳ ﾏｻﾙ ﾐｳﾗ ﾊﾙｷ ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ ﾀｶﾉ ｸﾗｼﾞ ｻﾝﾀﾞ ﾏﾋﾛ ﾀｹｶﾜ ﾕｳｷ

濱岡 伸成 金村 俊徳 加藤 將 三浦 春輝 金田 翔平 高野 蔵治 三田 真弘 竹川 雄喜
よみうりｺﾞﾙﾌWC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 高松PGC 南山CC 大阪PG 瀬坂の森北九州GC 京阪GC 高松PGC

9:52 9:52

ｶﾈﾀﾞ ﾔｽﾅﾘ ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｼﾞｭ ﾅｶｻﾞﾄ ｹﾝﾄ ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾋｺ ﾅｲﾄｳ ﾏｻｼ ｲﾀﾀﾞﾆ ﾏｻﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ

金田 康成 平山 幸寿 仲里 健人 丸山 翼 増田 昭彦 内藤 匡 板谷 真宏 松本 凌
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸPC 大阪PG 南山CC 高松PGC 滋賀甲南CC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 米子ｺﾞﾙﾌ場 しがらきの森CC

ﾓﾘｼﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ ﾓﾘｼﾀ ﾖｳｽｹ ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ ｺﾏﾂ ﾘｮｳｾｲ ｻﾅﾀﾞ ｿｳﾀ ｵｶﾓﾄ ﾔｽﾉﾌﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾁ

森島 信行 阿部 幸司 森下 陽介 児玉 章太郎 小松 良成 眞田 惣太 岡本 康伸 山口 泰知
よみうりｺﾞﾙﾌWC 六甲国際PC 滋賀甲南CC 瀬坂の森北九州GC よみうりｺﾞﾙﾌWC 岡山空港GC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 瀬坂の森北九州GC

ｷﾇｶﾞｻ ﾄｵﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾔｽ ﾊﾞﾊﾞ ｼｹﾞﾕｷ ｶﾄｳ ﾋﾛｷ ｲﾉｳｴ ｶｵﾙ ｶﾅｵﾄ ﾏｻﾐ ﾂｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ ｵﾉ ﾀｶﾕｷ

衣笠 徹 渡辺 善康 馬場 重行 加藤 祐紀 井上 薫 金乙 雅美 辻 信行 小野 貴之
京都大原PC 武庫ﾉ台GC ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山GC 高松PGC ﾜｰﾙﾄﾞCGC ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山GC 姫路ｼｰｻｲﾄﾞGC 京阪GC

参加人数：192人
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第50回全日本ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙﾌ選手権競技　西日本男子決勝
開催コース：ダンロップゴルフコース 2016年5月24日(火)
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