
.

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 予選通過コース 予選通過コース 予選通過コース 予選通過コース 時間 予選通過コース 予選通過コース 予選通過コース 予選通過コース

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 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84

ﾔｽﾓﾘ　ﾀｶｼ ｺﾊﾞﾔｼ　ｼﾝｺﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻﾄｼ ﾏﾂﾅｶﾞ　ｼﾞｭﾝﾔ ｶﾜｻｷ　ﾀﾞｲｷ ﾆｼﾓﾄ　ｴｲﾀﾛｳ ﾌｸﾓﾄ　ｻﾄﾙ ﾏﾅﾍﾞ　ｹﾝｲﾁ

安森 貴志 小林 信吾 渡辺 悟志 松永 純也 河崎 大樹 西本 英太郎 福本 哲 真鍋 賢一
滋賀甲南 ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾜｰﾙﾄﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ 水島

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 85

ﾖｼｵｶ　ﾀﾀﾞｼ ｵｷﾀ　ﾄｼｵ ﾎﾘ　ﾀﾀﾞﾖｼ ｱｻﾄ　ﾋﾛｼﾞ ｵｵﾂｷ　ｺｳﾍｲ ﾏﾙﾊｼ　ﾀｶｵ ﾋﾛｾ　ﾋﾃﾞﾉﾘ ｳｴﾀﾞ　ﾊﾙｵ

吉岡 直 沖田 俊雄 堀 忠嘉 安里 博治 大月 康平 丸橋 孝夫 廣瀬 英典 植田 春雄
滋賀甲南 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 瀬板の森 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 武庫ﾉ台 六甲国際 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京阪

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 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ｵｷ　ｶｽﾞﾄ ｱﾂﾞﾏ　ｺｳﾍｲ ｾﾀｷ　ﾏｻｼ ﾄﾐﾔﾏ　ｶﾂﾄｼ ｲｳﾁ　ｼﾞﾛｳ ｲﾉｳｴ　ｼﾝﾔ ﾊﾔｼ　ｱｷﾗ ﾀﾅｶ　ﾘｭｳｼﾞ

沖 和人 東 公平 瀬瀧 雅 富山 勝俊 伊内 二郎 井上 眞弥 林 明 田中 竜二
姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 滋賀甲南 滋賀甲南 ﾜｰﾙﾄﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾏｽﾀｰｽﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

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 83 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

ﾑｶｲ　ｶｽﾞﾔ ｺﾃﾗ　ﾃﾂｼﾞ ﾔﾏｼﾀ　ｷｮｳﾍｲ ﾀﾅｶ　ﾖｳｽｹ ｾﾝﾎﾞ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾌｼﾞｶﾜ　ｱﾂｼ ﾕﾒﾉ　ｼﾞｭﾝｼﾞ ｳｴﾀﾞ　ｼﾞｭﾝ

向井 一也 小寺 哲治 山下 恭平 田中 陽介 泉保 秀和 藤川 厚史 夢野 順二 上田 純
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京阪 武庫ﾉ台 よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 湯村 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

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 83 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

ｼﾌﾞﾀﾆ　ﾕｷｼｹﾞ ﾐﾔﾓﾄ　ﾏｻﾃﾙ ﾌｼﾞｼﾏ　ﾖｼｶｽﾞ ﾌﾙｷ　ｶｽﾞｵ ｵｵﾆｼ　ﾖｼﾐﾂ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾀｶﾋｻ ﾆｼﾉ　ﾖｳｺﾞ ｷﾀﾞ　ﾄﾓﾋﾛ

渋谷 征茂 宮本 政輝 藤島 義一 古木 和夫 大西 義光 藤本 貴久 西野 羊吾 貴田 友広
つるやCC西宮北 ｱｵﾉ 京阪 ﾜｰﾙﾄﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱｵﾉ ﾜｰﾙﾄﾞ 水島

1日目ｽｺｱ 82 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 86 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ﾊﾏｵｶ　ﾉﾌﾞｼｹﾞ ｵｵﾆｼ　ｶﾂﾔ ｻｲﾄｳ　ﾋｻﾄﾐ ﾅｶﾑﾗ　ﾖｼｷ ﾔﾏﾓﾄ　ｽｽﾑ ﾌｼﾞﾓﾄ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾐﾔｳﾁ　ｷﾖﾕｷ ﾔﾏｻｷ　ﾄｼﾛｳ

濱岡 伸成 大西 勝也 齋藤 久富 中村 栄樹 山本 進 藤本 淳一 宮内 清行 山崎 敏郎
よみうりｳｴｽﾄ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 よみうりｳｴｽﾄ 京阪 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 米子

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 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89

ﾖｼｻﾞﾜ　ｺｳｼﾞ ﾔﾏﾉ　ﾏｻﾄ ｽｽﾞｷ　ﾏｻﾋﾛ ﾓﾘﾔ　ﾋﾃﾞﾉﾘ ｼﾏ　ｶｽﾞｵ ﾔﾏｻﾞｷ　ﾀﾂﾔ ﾆｼﾊﾗ　ﾋﾛｷ ﾀﾂｶﾜ　ﾕｳｻｸ

吉澤 耕司 山野 正人 鈴木 雅博 森谷 英徳 島 和夫 山崎 竜也 西原 宏規 龍川 雄作
岡山空港 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ 西神戸 ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 松山小野 花回廊

8:07 8:07

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 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90

ｻﾀﾞ　ﾏｻﾀｹ ｻｶｲ ｽｽﾑ ｻﾜｲ　ｻﾄﾙ ﾌｸﾀﾞ　ｹﾝｲﾁ ﾜｼｵ　ｼﾝｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ　ｼｭｳｼﾞ ｸﾘﾀ　ﾐﾁｵ ﾃﾗｶﾜ　ｹﾝｺﾞ

定 正武 酒井 進 澤井 悟 福田 健一 鷲尾 愼一 小林 周示 栗田 三千男 寺川 健吾
京阪 京都大原 よみうりｳｴｽﾄ 瀬板の森 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱｵﾉ 湯村

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 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 91

ｶﾉﾏﾀ　ﾖｼﾊﾙ ｷﾉｼﾀ　ｼｭｳｼﾞ ﾑｸﾞﾙﾏ　ﾀｶﾋﾛ ｲﾄｳ　ｶﾂﾋｺ ﾋｵｷ　ｶﾂﾐ ﾅｶﾑﾗ　ﾘﾂﾛｳ ﾏｽﾀﾞ　ｶﾂﾋｺ ﾌｸﾀﾞ　ﾋﾛｷ

鹿俣 義春 木下 修司 六車 貴弘 伊藤 克彦 日置 克己 中村 律郎 舛田 勝彦 福田 干城
京都大原 湯村 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 しがらきの森 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

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 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 92

ﾓﾁﾄｸ　ｼﾞｭﾝｼﾞ ﾎﾝﾀﾞ　ﾏｻﾄ ﾔﾏｳﾁ　ｶﾂﾉﾘ ﾓﾘ　ｶｽﾞﾋｻ ﾐﾔｳﾁ　ｹﾝ ｲﾄｳ　ﾀｹｼ ｶｼﾞﾓﾄ　ﾃﾂｵ

持徳 順二 本田 正人 山内 勝徳 森 和久 宮内 謙 伊東 岳志 梶本 哲雄
水島 京都大原 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 花回廊 京阪 武庫ﾉ台 北神戸

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 81 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93

ﾏﾙﾔﾏ　ﾀｹｼ ｶﾅｵﾄ　ﾏｻﾐ ｵｼﾞﾘ　ｼﾝｻｸ ﾄﾝ　ﾁｭﾝ　ﾀｯｸ ｲﾉｸﾁ　ｼﾝﾀﾛｳ ｿﾉ　ｺｳｲﾁﾛｳ ﾌｸﾓﾘ　ﾋｻｼ

丸山 武志 金乙 雅美 尾尻 真栄 THONG 井口 慎太郎 園 耕一郎 福森 久之
ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 武庫ﾉ台 京阪

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 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 97

ﾌｶｶﾞﾜ　ｱｷﾋﾄ ｷﾀ　ﾕｷﾊﾙ ﾐｽﾞﾉ　ｼﾝｲﾁ ｵﾀﾞ　ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾄﾉｵｶ　ﾋﾛｷ ﾖｼﾀｹ　ﾄｼｱｷ ｲｳﾞｧﾝ ﾋﾞｴﾘｯｸ

深川 昭人 喜田 幸治 水野 進一 織田 秀宣 外岡 裕樹 吉武 敏昭 IVAN BIELIK
よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

8:52 8:52

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 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 99

ﾂｼﾞﾊﾞﾔｼ　ｼﾞｭﾝｼﾞ ﾏｴｶﾜ　ﾂﾄﾑ ｻｶﾓﾄ　ﾀﾂﾔ ﾀｶｵ　ﾖｳｽｹ ｶｼﾞﾀ　ﾕﾐｺ ｸﾆｼ　ﾐｶ ﾀｲﾗ　ﾃﾙｺ

辻林 潤次 前川 努 坂本 達也 髙尾 陽介 梶田 由美子 国司 美香 平 晃子
滋賀甲南 京阪 瀬板の森 瀬板の森 米子 西神戸 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

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 90 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 94

ｷﾀﾀﾆ　ﾀｶﾕｷ ﾔﾏｻｷ　ｺﾞﾛｳ ﾐﾔﾀﾆ　ﾖｼﾋﾛ ﾄﾖｼﾏ　ﾔｽｼ ｳｴﾑﾗ　ﾕｷｴ ﾊﾔｶﾜ　ｼﾏ ｺﾀﾆ　ﾁｴﾐ ﾔﾏﾑﾗ　ｷﾐﾖ

北谷 孝幸 山崎 吾朗 宮谷 佳宏 豊島 康司 上村 優貴恵 早川 志摩 小谷 智恵美 山村 君代
ﾏｽﾀｰｽﾞ 米子 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ 奥津 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京阪 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京阪

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 79 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90

ｳｷﾀ　ｻﾄｼ ﾏﾂｻｺ　ﾀｸﾔ ﾔﾏｼﾀ　ﾋﾛﾐﾁ ｶﾄｳ　ﾄｷﾋｺ ﾉﾏ　ｷｮｳｺ ﾔﾏｼﾀ　ﾕｳｺ ﾔﾏｼﾞ　ｱｷｺ ｶｼｮｳ　ﾕｳｺ

浮田 智志 松迫 卓也 山下 公道 加藤 時彦 野間 京子 山下 裕子 山地 明子 嘉正 裕子
ﾏｽﾀｰｽﾞ 西神戸 北神戸 武庫ﾉ台 京阪 西神戸 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 北神戸

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89

ﾀｶﾔﾏ　ﾕｳｼﾞ ﾐﾉ　ﾖｼﾛｳ ﾀｳﾗ　ｼﾝｼﾞ ﾀｶﾊｼ　ﾋﾛｷ ﾏｴﾀﾞ　ﾀｶｺ ｷﾖﾊﾗ　ｶﾅｺ ｳｼﾞﾛ　ﾏﾕﾐ ﾖｼｵｶ　ｶﾖｺ

高山 裕司 三野 善良 田浦 進次 髙橋 弘樹 前田 貴子 清原 加奈子 宇城 真由美 吉岡 佳与子
瀬板の森 北神戸 北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京阪 北神戸 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 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 87

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏｻﾄ ﾀｶｵｶ　ｶﾂﾋｺ ﾌｼﾞｼﾛ　ｼｮｳｼﾞﾛｳ ｺﾊﾞﾔｶﾜ　ﾄﾓﾕｷ ﾏﾂｵｶ　ﾘｴｺ ﾌｼﾞﾅｶﾞ　ｷﾖ ﾌｼﾞﾀ　ﾊﾂﾐ ﾐｽﾞﾊﾗ　ﾄﾓｺ

渡邊 将人 高岡 克彦 藤城 正治郎 小早川 智之 松岡 里恵子 藤永 記代 藤田 初美 水原 丈琴
西神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 よみうりｳｴｽﾄ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ よみうりｳｴｽﾄ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ よみうりｳｴｽﾄ

9:37 9:37

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 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

ｻｶｳｴ　ﾖｼﾋｻ ﾀﾅﾍﾞ　ﾋﾛｼ ﾅｶﾞｲ　ﾌﾐｵ ﾊｼﾓﾄ　ｺｳｼﾞ ﾅﾍﾞｸﾗ　ﾕｳｺ ﾀﾙｲ　ﾌﾐﾖ ｷﾀﾉ　ﾚｲｺ ﾅｶﾞﾊﾏ　ﾊﾙｶ

坂上 吉久 田辺 浩 永井 文雄 橋本 浩二 鍋倉 優子 樽井 富美代 北野 玲子 永濱 晴香
ﾏｽﾀｰｽﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうりｳｴｽﾄ 湯村 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京阪 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 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

ﾊﾔｼ　ﾉﾌﾞﾕｷ ｲﾉｳｴ　ﾏｻﾋｺ ｼﾓﾔﾏ　ﾏｺﾄ ｱﾘﾖｼ　ﾀｶﾌﾐ ｺｳﾂﾞｶ　ﾕｷ ｲｼﾊﾞｼ　ﾐﾜ ﾀｶﾉ　ﾐｷ ｱﾀﾞﾁ　ﾕｷｺ

林 伸行 井上 正彦 下山 誠 有吉 孝文 幸塚 由紀 石橋 三和 鷹野 美紀 足立 由紀子
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうりｳｴｽﾄ ｼｰﾄﾞ･ﾏｽﾀｰｽﾞ 滋賀甲南 ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ ｼｰﾄﾞ･滋賀甲南 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82

ｽﾀﾞ　ｾｲｼﾞ ﾃﾗｸﾞﾁ　ｼﾝｲﾁﾛｳ ｳｴﾀﾞ　ﾏｻｼ ｷﾀﾑﾗ　ﾋｻﾄ ｸﾘｽ　ﾅﾐ ｵｵﾀﾆ　ﾊﾙﾐ ﾑﾗﾀ　ﾅｵｺ ﾌｼﾞﾜﾗ　ｶｵﾘ

須田 征司 寺口 真一郎 上田 昌志 北村 久人 栗栖 奈美 大谷 春美 村田 直子 藤原 香織
瀬板の森 西神戸 花回廊 京都大原 米子 よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｼｰﾄﾞ･北神戸

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79

ﾏｽﾀﾞ　ｱｷﾋｺ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ　ﾋﾃﾞｷ ﾐﾔﾓﾄ　ﾄｼﾕｷ ﾏｴﾀﾞ　ｱｻｼﾞ ﾏﾂﾔﾏ　ｻﾄｺ ﾅｶﾉ　ﾕｶﾘ ﾏｷｸﾞｻ　ﾏﾕﾐ ﾆｼｼﾞﾏ　ﾏｻｴ

増田 昭彦 柳田 秀樹 宮本 敏幸 前田 朝治 松山 哲子 中野 有佳梨 牧草 眞由美 西島 正恵
ｼｰﾄﾞ･滋賀甲南 ﾏｽﾀｰｽﾞ 北神戸 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｼｰﾄﾞ･ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸

1日目ｽｺｱ 71 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73

ﾌｸﾓﾄ　ﾄｵﾙ ｲﾏﾑﾗ　ﾀﾞｲｼﾛｳ ｵｵﾉ　ﾖｼﾀｶ ﾂﾈﾌｼﾞ　ﾀｶﾋﾛ

福本 徹 今村 大志郎 大野 佳隆 恒藤 高弘
武庫ﾉ台 瀬板の森 京都大原 ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

参加人数： 168人（男子133人、女子35人）

21 10:07 21 10:07

20 10:00 20 10:00

22 10:15

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

18 9:45 18 9:45

19 9:52 19 9:52

17 9:30 17 9:30

16 9:22 16 9:22

15 9:15 15 9:15

14 9:07 14 9:07

12 8:45 12 8:45

調　　整　　時　　間

13 9:00 13 9:00

調　　整　　時　　間

11 8:37 11 8:37

10 8:30 10 8:30

9 8:22 9 8:22

8 8:15 8 8:15

7 8:00 7 8:00

6 7:52 6 7:52

3 7:30

4 7:37

5 7:45

西日本地区決勝大会（２日目）
開催コース：よみうりゴルフ ウエストコース 2016年7月15日(金)

OUT IN

-

-

-

-

第１０回全日本パブリックミッドアマチュアゴルフ選手権競技

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

1 7:15

2 7:22

3 7:30

4 7:37

5 7:45

組 組

1 7:15

2 7:22


