
.

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

ｲﾜﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ ｼﾗｲ　ｼｹﾞｷ ｲﾜｾ ﾀｸﾐ ｳﾀｶ　ﾄｼｶｽﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾂｵ ｼﾏｻｷ　ｶﾂﾉﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾊﾙﾐ ｵｵﾅ　ﾏｻﾊﾙ

岩田 正延 白井 重樹 岩瀬 巧 鵜鷹 敏一 渡邊 節夫 島﨑 克範 渡辺 晴海 大名 正春
高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 花回廊 西神戸

ｲｸﾀ　ﾉﾌﾞｵ ﾓﾘﾓﾄ　ﾖｼﾋﾛ ﾔﾏﾀﾞ　ｹﾝｲﾁ ｿﾉ　ｺｳｲﾁﾛｳ ｾｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ ﾏﾂｵｶ ｱｷﾉﾘ ﾀｶﾂｶ　ﾄｼｵ

生田 延夫 森本 保宏 山田 健一 園 耕一郎 瀬口 正 松岡 秋則 高塚 俊夫
奥津ｺﾞﾙﾌ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ 武庫ﾉ台 京都大原PC ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 米子ｺﾞﾙﾌ場

ｵｷｼｹﾞ ﾏｻﾋｺ ｲｿﾀﾞ ｹﾝｲﾁ ｶﾜｾ　ｹﾝｼﾞ ｻｶﾓﾄ　ﾃﾂｵ ﾐﾔﾀｹ ﾏｻﾐ ｲﾓﾄ　ﾖｼﾉﾌﾞ ﾀｶﾓﾄ　ｱｷﾗ

沖重 正彦 礒田 賢一 川瀬 建司 坂本 哲男 宮武 正實 井本 好信 髙元 明
京都大原PC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 奥津ｺﾞﾙﾌ

ﾖｺﾀ　ﾔｽｵ ｳｴﾀﾞ　ｾｲｼﾞ ｵｷﾞﾉ　ﾋﾃﾞｱｷ ｸｽﾓﾄ ﾏｻｼ ﾀﾞｻﾞﾜ　ﾋﾃﾞｵ ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾗ ﾏｴﾅｶ ﾐｷｵ ｼﾊﾞﾊﾗ　ｼｭｳｲﾁ

横田 康夫 上田 政治 荻野 英昭 楠本 正志 駄沢 英男 北村 昭 前中 幹夫 柴原 修一
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 奥津ｺﾞﾙﾌ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 京都大原PC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

7:46 7:46
ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾋﾄｼ ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ ﾏﾂﾓﾄ　ｹﾝｲﾁ ｶﾉｳ　ﾏｻﾕｷ ｲｼﾀﾞ　ﾃﾙｵ ﾀｶﾊｼ　ｺｳｷ ﾐﾔﾜｷ ﾏｻﾉﾘ ｾﾞｯｺ　ｶｽﾞｵ

藤原 仁嗣 山田 和彦 松本 健一 加納 正之 石田 輝夫 高橋 幸喜 宮脇 正典 舌古 主計
よみうりｳｴｽﾄ 京都大原PC 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 奥津ｺﾞﾙﾌ よみうりｳｴｽﾄ 西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ﾄｸﾀﾞ　ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾀﾅｶ ﾂﾄﾑ ﾏｴｶﾞﾜ　ﾋﾛｼ ﾅﾘﾏﾂ　ｴｲｿﾞｳ ｼﾓｵｶ　ｱｷﾗ ﾖｼﾑﾗ ｹｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾌｸｲﾁ ｼﾌﾞﾔ　ｶﾂﾋｺ

徳田 眞一郎 田中 勉 前川 博士 成松 栄蔵 下岡 昭 吉村 圭 山田 福一 渋谷 勝彦
大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 武庫ﾉ台 北神戸 ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 京都大原PC 湯村ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ

ｻｻｶﾞﾜ　ﾔｽﾋﾛ ﾐﾉ ﾌﾐﾊﾙ ｶﾈﾀﾞ ｲｵﾘ ﾀﾅｶ ｶｽﾞｵ ﾊｼﾓﾄ　ﾖｼｼﾞ ﾖｼﾀﾞ　ｱｻﾀﾛｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋｺ

笹川 康博 三野 文晴 金田 伊織 田中 和夫 橋本 善次 吉田 朝太郎 山口 武彦
よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 米子ｺﾞﾙﾌ場 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｵｵﾆｼ　ｹｲｿﾞｳ ﾅｶﾞｵ　ﾂﾖｼ ﾀｼﾏ　ﾖｼﾉﾌﾞ ｲﾅﾀﾞ　ﾀｶﾊﾙ ﾅﾘﾔﾏ　ｲｻﾑ ﾕｳｷ　ｸﾆﾋｺ ﾖﾘﾌｼﾞ ﾔｽﾋﾛ ﾀｸﾞﾁ　ﾘｮｳﾍｲ

大西 慶蔵 長尾 剛 田嶋 好信 稲田 孝治 成山 勇 結城 國彦 依藤 安廣 田口 良平
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 奥津ｺﾞﾙﾌ よみうりｳｴｽﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうりｳｴｽﾄ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 京都大原PC ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ

8:21 8:21
ｶﾉﾏﾀ ﾖｼﾊﾙ ﾀｶﾀ　ｼﾝｼﾞ ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾋｻ ﾅｶﾞﾄﾐ　ｺｳｼｭ ﾑｸﾞﾙﾏ ｹｲｿﾞｳ ｶﾜｾ　ﾋﾃﾞﾄｼ ｼﾓﾔﾏ　ﾉﾌﾞｵ ｺｲｽﾞﾐ　ｼｮｳｺﾞ

鹿俣 義春 高田 晋次 内田 勝久 長富 公守 六車 啓三 川瀬 英敏 下山 展夫 小泉 章五
京都大原PC ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 米子ｺﾞﾙﾌ場 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

ｾｵ ﾔｽﾌﾐ ｱｶﾀﾞ　ﾌｻｵ ﾎﾘｲ　ｺｳｲﾁ ｱｵﾀ　ﾐﾂﾋﾛ ﾐｽﾞﾉ　ｼﾝｲﾁ ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾋﾛｵ ﾔﾏﾓﾄ　ｲﾁﾛｳ ｵｵﾉ　ﾄﾖｶｽﾞ

瀬尾 保文 赤田 富佐夫 堀居 耕一 青田 光宏 水野 進一 藤原 博夫 山本 一郎 大野 豊和
ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 奥津ｺﾞﾙﾌ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ 花回廊 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ ｱｵﾉ

ﾅｶﾆｼ　ﾘｮｳｲﾁ ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ ﾅｶﾓﾄ ﾄｼﾐﾂ ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞｵ ﾏｷﾉ　ﾕﾀｶ ﾅｶﾊﾗ　ﾄﾐｵ ｶﾜｿﾒ ﾊﾂｵ ﾋﾒﾀﾞ　ﾋﾃﾞｵ

中西 良一 田中 均 中本 寿満 高橋 和夫 牧野 豊 中原 富雄 川染 初夫 姫田 秀夫
ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 京都大原PC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 武庫ﾉ台 岡山空港GC 北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ

ﾉﾑﾗ　ｶｽﾞｵ ｸﾛｻｶ　ﾋﾛｶｽﾞ ｸｼﾛ　ｹﾝｼﾞ ｸﾘﾀ　ﾐﾁｵ ｷﾀﾔ　ﾏｺｳｼﾞ ﾀｹｼﾏ　ﾋﾛﾐ ｼﾝｶﾞｲ　ﾋﾃﾞﾕｷ ﾅｶﾞﾀ　ｼｮｳﾅﾝ

野村 和夫 黒坂 博一 九城 健治 栗田 三千男 北山 康司 竹島 洋美 新開 秀幸 永田 昭南
大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 奥津ｺﾞﾙﾌ ｱｵﾉ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津ｺﾞﾙﾌ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 湯村ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ

8:56 8:56
ｶｷﾓﾄ　ﾏｻｶｽﾞ ﾅｶﾞｲ　ﾌﾐｵ ｻｸﾗｲ　ﾏｻﾙ ｲﾃﾞ ｲｻｵ ｵｸﾑﾗ　ﾋﾛﾀｶ ｾｷﾓﾘ　ﾔｽｵ ﾑﾗｶﾐﾖｼﾄﾐ ｱﾂﾐ　ｼﾝｲﾁﾛｳ

柿本 正和 永井 文雄 櫻井 賢 井手 功 奥村 弘尊 関森 保雄 村上 義富 厚見 信一郎
ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ 京都大原PC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｼｰﾄﾞ･ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 岡山空港GC ﾏｰﾒｲﾄﾞ福山 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

ｵｵﾀ　ﾀｸｲﾁ ｶﾀｵｶ　ｼﾛｳ ｶﾜｳﾁ　ｼﾛｳ ｲﾄｳ　ﾃﾂﾋｺ ﾐﾔﾀ　ﾐﾉﾙ ｲﾉﾊﾗ　ｾｲｿﾞｳ ｻﾄｳ　ｶﾂﾕｷ ｴﾆｼ　ﾋﾛﾌﾐ

大田 卓一 片岡 司郎 河内 志郎 伊藤 哲彦 宮田 実 猪原 征三 佐藤 勝之 江西 博文
ｼｰﾄﾞ･ﾏｽﾀｰｽﾞ 奥津ｺﾞﾙﾌ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｼｰﾄﾞ･高松ﾊﾟﾌﾞ 花回廊 西神戸 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ

ﾓﾘﾔ　ﾋﾃﾞﾉﾘ ｼﾊﾞﾔﾏ　ﾃﾂｵ ｵﾀﾞｷﾞﾘ　ﾏｻﾊﾙ ｱﾍﾞ ｶﾂｼｹﾞ ﾜｷｶﾜ　ｱﾂｺ ﾉﾑﾗ　ｲﾂｺ ｶﾜﾀ　ｹｲｺ ﾀﾙｲ　ﾌﾐﾖ

森谷 英徳 柴山 哲男 小田桐 正治 安部 克茂 脇川 淳子 野村 伊津子 河田 圭子 樽井 富美代
西神戸 北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 岡山空港GC よみうりｳｴｽﾄ

ﾋｻﾐﾂ　ﾏｻﾌﾐ ﾔｽﾊﾗ　ﾏｻｵ ﾀｶｾ　ｶｽﾞﾋﾛ ｼﾊﾞﾀ　ｱﾂｼ ｷﾑﾗ　ﾕｳｺ ﾅｶﾑﾗ　ｱｷｺ ﾖｼｵｶ　ｶﾖｺ

久光 正文 安原 正夫 高瀬 和弘 柴田 淳志 木村 裕子 中村 彰子 吉岡 佳与子
武庫ﾉ台 京都大原PC ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 奥津ｺﾞﾙﾌ 岡山空港GC よみうりｳｴｽﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

9:31 9:31
ｺﾀﾆ　ﾋﾛｼ ｷﾑﾗ　ﾋﾛｼ ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾖｼ ﾆｼﾀﾞ　ｽｽﾑ ﾃﾗﾀﾞ　ﾕｳｺ ﾔﾏｼﾀ　ﾕｳｺ ｲｹｶﾞﾐ　ﾐｻｺ

小谷 博 木村 博 中島 清 西田 進 寺田 裕子 山下 裕子 池上 美佐子
ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ 北神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

ﾐｽﾞﾓﾄ　ﾖｼﾀｶ ﾔﾏﾓﾄ　ｾｲｼﾞ ｷﾉｼﾀ　ﾄﾓﾕｷ ﾊｻﾞﾏ　ﾀﾒﾋﾛ ｵｵﾊｼ　ｴﾐ ｸﾘｽ　ﾅﾐ ﾓﾘﾅｶﾞ　ﾁｻｺ ｳﾒﾀﾞ　ｻﾕﾘ

水本 義孝 山本 誠二 木下 知行 間 為展 大橋 恵美 栗栖 奈美 守長 知佐子 梅田 紗ゆり
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 奥津ｺﾞﾙﾌ 湯村ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ ｼｰﾄﾞ･米子ｺﾞﾙﾌ 岡山空港GC 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ

ﾄﾓﾅﾘ　ﾖｼﾋﾛ ﾄﾞｲ ﾏｻﾋｺ ｻﾜ　ﾏｻﾉﾘ ﾀｹﾅｶ　ﾖｼﾋﾛ ｺｳﾂﾞｶ　ﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾔｺ ﾀｷｲ　ﾁｴｺ

友成 吉広 土居 正彦 佐和 政憲 竹中 吉廣 幸塚 由紀 渡部 美弥子 瀧井 千恵子
武庫ﾉ台 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 米子ｺﾞﾙﾌ場 ｱｵﾉ ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

ﾔﾏﾓﾄ　ﾏﾅﾌﾞ ﾌｼﾞﾜﾗ　ｼｮｳｼﾞ ﾀｶﾞﾊﾗ　ｱｷﾀﾀﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾉﾘｺ ﾋﾗﾔﾏ　ｷｸﾖ ﾔﾏﾓﾄ　ｱｷｺ ﾏｴｻｷ　ﾋﾃﾞｺ

山本 学 藤原 昭司 田ヶ原 章忠 渡辺 のりこ 平山 菊代 山本 明子 前嵜 英子
北神戸 奥津ｺﾞﾙﾌ 京都大原PC ｼｰﾄﾞ･北神戸 よみうりｳｴｽﾄ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

10:06 10:06
ｱﾗﾏﾂ　ﾉﾘｵ ｷﾇｶﾞｻ ﾄｵﾙ ﾊﾆｵｶ　ｺｳｲﾁ ﾐﾔﾓﾄ　ﾀﾀﾞﾋﾛ ﾖｺﾊﾏ　ﾋﾛｺ ｲｽﾞﾐﾀﾆ　ﾌｼﾞﾐ ﾑｶｲ ｶﾖｺ ｲｼｶﾜ　ﾕｷﾐ

荒松 徳夫 衣笠 徹 埴岡 孝一 宮本 忠寛 横浜 弘子 泉谷 富士美 向井 加代子 石川 由紀美
米子ｺﾞﾙﾌ場 京都大原PC ｱｵﾉ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうりｳｴｽﾄ

ﾖｼﾀﾆ　ﾋﾛﾕｷ ﾖｼｵｶ　ﾋﾛｶｽﾞ ﾏﾂｳﾗ　ｲﾁｵ ｲｹｶﾞﾐ　ﾋﾛﾑ ﾀﾆﾔﾏ　ﾖｼﾐ ﾀﾅｶ　ｲﾁｺ ｽﾐﾀﾞ ｷﾐｺ

吉谷 博之 吉岡 博一 松浦 市雄 池上 拡 谷山 芳美 田中 維知子 住田 喜美子
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ ﾅｶﾔﾏ　ｱｷﾗ ﾅｶﾆｼ　ﾋﾃﾞｷ ﾆｼﾀﾆ　ﾏｻﾕｷ ｵｸﾉ　ﾐﾎｺ ﾌｼﾞｻｷ　ｶﾖｺ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾛｺ ﾊﾏ　ﾕｳｺ

高木 宏 中山 旭 中西 秀樹 西谷 正之 奥野 美穂子 藤﨑 香代子 小林 弘子 浜 裕子
高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 湯村ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ よみうりｳｴｽﾄ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうりｳｴｽﾄ

ｲﾘｷ　ｶｽﾞﾕｷ ﾌｼﾞｼﾏ　ｶｽﾞﾋﾛ ｸﾘﾀ　ﾏｻﾙ ﾋｶﾞｼﾔﾏ　ﾋﾄｼ ｸﾎﾞ　ﾏﾐ ﾀﾊﾀ　ﾌｼﾞｴ ｴｳﾗ　ﾐｽﾞｴ ﾊﾂｼｶ　ﾕﾐｺ

入木 一之 藤島 一廣 栗田 優 東山 準 久保 まみ 田畑 二四恵 江浦 瑞恵 初鹿 ゆみ子
奥津ｺﾞﾙﾌ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 武庫ﾉ台 ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ 武庫ﾉ台 よみうりｳｴｽﾄ 北神戸

参加人数：ミッドシニア148人、女子シニア36人
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全日本女子シニア・ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権　西日本地区決勝大会

開催コース：水島ゴルフリンクス 2017年9月27日(水)
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