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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

井上 正彦 小南 隆 沖 和人 木村 義昭 久保 真一 清 順一 出野 雅士 松山 信繁

よみうりGｳｴｽﾄC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC ｱｵﾉｺﾞﾙﾌｺｰｽ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸPC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 大阪PG 京阪GC

西出 雅次 吉田 眞一 堀内 慶一 仲尾 武 宮永 武章 園 耕一郎 中村 修 近常 俊彦

北神戸ｺﾞﾙﾌ場 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 大阪PG 守礼CC よみうりGｳｴｽﾄC 武庫ﾉ台GC 湯村CC 岡山空港GC

藤里 均 久保田 剛司 尾崎 幸夫 岡崎 和己 山森 徹也 佐竹 啓一 堀内 浩司 安宅 信明

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 高松PGC ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島GC 奥津GC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 米子ｺﾞﾙﾌ場 水島GL

石川 雄一 森田 雅直 岩瀬 巧 間 為展 森元 正二 上西 憲二 安田 範夫 増田 学

よみうりGｳｴｽﾄC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山GC 湯村CC よみうりGｳｴｽﾄC 高松PGC 水島GL 武庫ﾉ台GC

佐藤 邦彰 平野 誠 前川 彰 荒川 喜代一 松崎 光勝 角田 弘 山崎 敏郎 小林 茂美

京都大原PC 高松PGC 京阪GC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC 京都大原PC ｱｵﾉｺﾞﾙﾌｺｰｽ 米子ｺﾞﾙﾌ場 奥津GC

榎本 雅一 石川 伸 佐々木 廣茂 木南 博通 朝比奈 康仁 宮本 雅仁 隠樹 肇 川上 昭正

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ｱｵﾉｺﾞﾙﾌｺｰｽ 岡山空港GC 京都大原PC よみうりGｳｴｽﾄC 高松PGC ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山GC

8:04 8:04

藤本 房由 小野 貴大 小林 正治 益田 忠和 杉原 吉彦 小田桐 正治 正木 芳美 金城 満

京都大原PC よみうりGｳｴｽﾄC 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 守礼CC 京都大原PC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC 武庫ﾉ台GC 守礼CC

小熊 賢郎 松田 孝司 三野 文晴 松下 照明 影山 勇芳 宮川 典祐 平松 厚 田中 富雄

京都大原PC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 高松PGC よみうりGｳｴｽﾄC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC よみうりGｳｴｽﾄC ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸPC

長富 公守 宮口 和典 村上 泰正 藤島 一廣 福永 健治 西原 信男 森 義明

よみうりGｳｴｽﾄC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC ｱｵﾉｺﾞﾙﾌｺｰｽ よみうりGｳｴｽﾄC 京阪GC

折田 秀世 中原 富雄 酒井 勝 長瀧 敏郎 沖重 正彦 松浦 勝 中西 秀樹 瀬尾 保文

京都大原PC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島GC 京阪GC 京都大原PC 高松PGC ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島GC ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山GC

牛山 公人 漆原 誠 楠本 正志 山下 賢一 久保 均 與那嶺 覚 黒田 信人 渡邉 義昭

京都大原PC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 高松PGC ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸPC 京都大原PC よみうりGｳｴｽﾄC 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 松山小野CC

瀬口 正 宮本 吉昭 木場 末男 丸山 武志 南 正樹 新田 峰男 峪口 幸 金谷 一興

京都大原PC よみうりGｳｴｽﾄC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ｱｵﾉｺﾞﾙﾌｺｰｽ 京都大原PC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC 大阪PG

9:00 9:00

藤石 正人 豊島 康司 上木 美和 松山 正剛 鋪村 俊次 笠原 清美 小島 康弘 三野宮 秀男

京阪GC 奥津GC ｱｵﾉｺﾞﾙﾌｺｰｽ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸPC 松山小野CC 水島GL ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC 武庫ﾉ台GC

岡 藤太郎 小林 数誉 蔡 秋明 江藤 新作 前田 義徳 松岡 秋則 志村 和彦 岩﨑 哲世

ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島GC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 守礼CC 大阪PG ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山GC 武庫ﾉ台GC よみうりGｳｴｽﾄC

藤本 道徳 鹿俣 義春 黒田 繁人 内藤 直久 吉谷 博之 谷本 哲哉 中村 正美 宗藤 忠

よみうりGｳｴｽﾄC 京都大原PC 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 米子ｺﾞﾙﾌ場 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸPC 京阪GC 水島GL

武甕 眞司 高見 和久 森谷 英徳 岡本 正彦 増谷 光三郎 三野 善良 坂根 正己 本庄 政寿

ｼｰﾄﾞ:京都大原PC 守礼CC 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 岡山空港GC ｼｰﾄﾞ:ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島GC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 よみうりGｳｴｽﾄC 湯村CC

三井 吉奎 内藤 宣人 阿部 富男 森崎 善人 増元 公男 大矢 雅雄 中村 律郎 田村 啓二

ｼｰﾄﾞ:武庫ﾉ台GC 京都大原PC 大阪PG ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島GC ｼｰﾄﾞ:ﾏｽﾀｰｽﾞGC 京都大原PC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 高松PGC

阿部 悟 言水 賀穂 出水 豊喜 大森 治彦 山本 守 山崎 吾朗 結城 國彦 木下 知行

高松PGC 湯村CC 松山小野CC 岡山空港GC 京都大原PC 米子ｺﾞﾙﾌ場 ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山GC 奥津GC

9:56 9:56

大西 純一 野瀬 誠史 南條 式数 合原 ｶｽﾞﾋﾛ 城間 貞次 戸梶 幹夫 多田 和浩 碩 一志

京都大原PC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 高松PGC ｱｵﾉｺﾞﾙﾌｺｰｽ よみうりGｳｴｽﾄC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 岡山空港GC ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸPC

中島 隆司 吉本 千一 江西 博文 丹 淳一 長尾 光昭 尾方 一也 赤井 明弘 岩本 和眞

よみうりGｳｴｽﾄC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島GC 松山小野CC 京都大原PC 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 大阪PG 武庫ﾉ台GC

野崎 彰司 内田 佳二 滋野 敬宣 加本 秀明 小西 洋一 村井 義生 中島 信浩 安藤 直彦

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 高松PGC 大阪PG ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島GC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC 大阪PG 京阪GC

安原 正夫 春名 実 河内 幸 三浦 浩二 木下 英博 安井 豊 栗田 三千男 寺師 丈二

京都大原PC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC 高松PGC 守礼CC 京都大原PC 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 ｱｵﾉｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山GC

笠原 達也 橋本 弘二 西藤 修 粟根 健一郎 藤本 祥治 山本 誠二 柴原 修一 木下 修司

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 武庫ﾉ台GC 米子ｺﾞﾙﾌ場 よみうりGｳｴｽﾄC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝCC 湯村CC

参加人数：183人
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16 9:32 16 9:32
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14 9:16 14 9:16

15 9:24 15 9:24
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13 9:08 13 9:08

11 8:44 11 8:44

12 8:52 12 8:52

8:28

10 8:36 10 8:36

8 8:20 8 8:20

9 8:28 - 9

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

7 8:12 7 8:12

5 7:48 5 7:48

6 7:56 6 7:56

3 7:32 3 7:32

4 7:40 4 7:40

1 7:16 1 7:16

2 7:24 2 7:24

全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権競技 西日本地区決勝大会
開催コース：京都大原パブリックコース 2017年6月1日(木)
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