
.

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 よみうり

ｴﾄｳ　ｼﾝｻｸ ﾏﾂｲ　ｴｲｲﾁ ｴﾑﾗ　ﾋﾛｼﾞ ﾕｳｷ　ｸﾆﾋｺ ﾎﾝｼﾞｮｳ　ﾏｻﾉﾘ ｵｷ　ﾊｼﾞﾒ ｻｶｲ　ﾏｻﾙ

江藤 新作 松井 栄一 江村 博次 結城 國彦 本城 正則 隠樹 肇 酒井 勝
守礼 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 佐賀ｸﾗｼｯｸ 佐賀ｸﾗｼｯｸ 岡山空港 米子 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ

ﾀｲｱﾝ　ﾃﾂﾉﾘ ｸﾎﾞ　ﾋﾄｼ ｺﾊﾞﾔｼ　ｼｹﾞﾐ ｷﾀ　ﾊﾙﾋｺ ｵｵﾔ　ﾏｻｵ ﾁﾈﾝ　ﾖｼﾑﾈ ｱﾗｲ　ﾖｼｵ ﾐﾔｸﾞﾁ　ｶｽﾞﾉﾘ

太安 哲教 久保 均 小林 茂美 喜多 晴彦 大矢 雅雄 知念 義宗 洗井 良夫 宮口 和典
岡山空港 京都大原 奥津 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京都大原 守礼 北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

ｸﾛﾀﾞ　ｼｹﾞﾄ ﾆｼﾀﾞ　ｼｮｳｲﾁ ﾆｼﾏﾙ　ｼﾞﾛｳ ｵｵﾀ　ｶｽﾞﾅﾘ ﾅｶﾞﾀｷ　ﾄｼｵ ﾋﾉ　ﾐﾖｼ ﾅｶﾑﾗ　ﾐﾂﾋﾛ ﾀｶﾔﾏ　ﾖｼｵ

黒田 繁人 西田 昭一 西丸 二郎 太田 一成 長瀧 敏郎 日野 美好 中村 光浩 高山 吉男
西神戸 よみうり 高松ﾊﾟﾌﾞ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 京阪 水島 ｱｵﾉ 西神戸

ﾌｼﾞﾜﾗ　ｼﾝｼﾞ ｵｻﾞｷ　ﾉﾘｵ ﾃｼﾏ　ﾓﾄｱｷ ﾂﾉ　ｴｲｻｸ ﾆｼｶﾜ　ｽﾐｵ ｲｽﾞﾐ　ﾔｽｵ ﾅｶﾔﾏ　ﾖｼﾋﾛ ｻﾉ　ﾏﾅﾌﾞ

藤原 信治 尾崎 規夫 手島 源昭 津野 栄作 西川 純央 泉水 康男 中山 義博 佐野 学
水島 武庫ﾉ台 佐賀ｸﾗｼｯｸ 四条畷 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京阪 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 高松ﾊﾟﾌﾞ

ｽｷﾞﾔﾏ　ﾏｻﾉﾘ ｶﾜﾐﾂ　ｹﾞﾝｼﾞ ﾔﾏｻｷ　ﾕﾀｶ ｳｴｷ　ﾖｼｶｽﾞ ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾐﾂﾙ ﾔﾏｻｷ　ｺﾞﾛｳ ｻｲﾄｳ　ﾋﾃﾞｵ ﾖｼﾀﾆ　ﾋﾛﾕｷ

杉山 雅則 川満 源次 山崎 豊 上木 美和 金城 満 山崎 吾朗 斉藤 英男 吉谷 博之
よみうり 守礼 佐賀ｸﾗｼｯｸ ｱｵﾉ 守礼 米子 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

7:37 7:37

ﾀｶﾔｽ　ｻﾄﾙ ｷｯｶﾜ　ﾋﾛｼ ﾏﾂｻﾞｷ　ﾖｼﾋﾛ ｲﾉｳｴ　ｴﾂｼﾞ ｽﾐｿﾞﾉ　ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ ﾃﾞﾉ　ﾏｻｼ ﾔｽﾀﾞ　ﾂﾖｼ ｵﾊﾗ　ｶﾂﾐ

高安 覚 吉川 宏 松﨑 至宏 井ノ上 悦司 角囿 英信 出野 雅士 安田 強 尾原 克巳
守礼 米子 よみうり ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうり 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞ 京都大原

ﾋﾗﾉ　ｺｳｼﾞ ｲﾜﾓﾄ　ｶｽﾞﾏｻ ｷﾉｼﾀ　ﾄﾓﾕｷ ﾏﾙｲ　ｶｽﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ　ｼｹﾞﾙ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾌｻﾖｼ ｲﾄｳ　ｾｲﾐﾂ ｷﾑﾗ　ﾔｽﾕｷ

平野 浩司 岩本 和眞 木下 知行 丸井 一馬 高宏 茂 藤本 房由 伊藤 生光 木村 恭之
ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 武庫ﾉ台 奥津 高松ﾊﾟﾌﾞ 武庫ﾉ台 京都大原 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 高松ﾊﾟﾌﾞ

ﾎｶｵ　ﾋﾃﾞﾐ ﾖｺﾊﾏ　ﾀｶﾉﾘ ﾀｶｾ　ｶｽﾞﾋﾛ ｳﾂﾉﾐﾔ　ﾏｻｷ ﾀｶｲ　ｴﾂｵ ｶｻﾊﾗ　ｷﾖﾐ ﾉｻﾞｷ　ｼｮｳｼﾞ ﾓﾘ　ﾊﾝｼﾞ

外尾 秀美 横浜 孝則 髙瀬 和弘 宇都宮 正喜 高井 悦雄 笠原 清美 野崎 彰司 森 判治
佐賀ｸﾗｼｯｸ 北神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京阪 西神戸 水島 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうり

ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾔｽﾕｷ ﾅﾑﾗ　ｹﾝｼﾞ ﾋﾛﾉ　ｸﾆｱｷ ｵｷ　ｶｽﾞﾄ ﾅｶﾉ　ﾖｼｵ ｵﾉ　ﾀｶﾋﾛ ﾄｶｼﾞ　ﾐｷｵ ｵｶﾓﾄ　ﾏｻﾋｺ

松原 泰之 奈村 健司 廣野 邦昭 沖 和人 中野 好夫 小野 貴大 戸梶 幹夫 岡本 正彦
北神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱｵﾉ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 武庫ﾉ台 北神戸 岡山空港

ﾐﾅﾐ　ﾏｻｷ ﾀｹﾀﾞ　ﾄｼﾉﾘ ﾅﾘﾏﾂ　ｴｲｿﾞｳ ﾆｼﾃﾞ　ﾏｻｼﾞ ｲﾄｳ　ﾕｳｻｸ ﾋｶﾞｼﾉ　ｶﾂﾋｺ ﾅｶｶﾞﾜ　ｽﾐｵ ﾌﾙﾂ　ｺﾞﾛｳ

南 正樹 武田 俊範 成松 栄蔵 西出 雅次 伊藤 祐作 東野 勝彦 中川 澄夫 古津 悟朗
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 奥津 武庫ﾉ台 北神戸 岡山空港 北神戸 京都大原 高松ﾊﾟﾌﾞ

8:22 8:22

ﾀﾆﾓﾄ　ﾃﾂﾔ ﾏﾙﾔﾏ　ﾀｹｼ ｶﾅﾀﾆ　ｶｽﾞｵｷ ﾄﾖｼﾏ　ﾔｽｼ ﾅｶﾑﾗ　ｵｻﾑ ﾄﾓﾏｻ　ｶﾂﾋｺ ﾅｶﾆｼ　ﾏｻﾙ ﾔｽﾊﾗ　ﾏｻｵ

谷本 哲哉 丸山 武志 金谷 一興 豊島 康司 中村 修 友政 勝彦 中西 勝 安原 正夫
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｱｵﾉ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津 湯村 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 四条畷 京都大原

ｳｴﾀﾞ　ﾄｵﾙ ｵｵﾔﾏ　ｶｽﾞﾋﾛ ﾎﾝﾀﾞ　ﾏｻﾄ ﾀﾅｶ　ﾄﾐｵ ﾏｽｲ　ｼｮｳｼﾞ ﾅｶｼﾞﾏ　ﾉﾌﾞﾋﾛ ﾏﾙﾊｼ　ﾀｶｵ ﾁｶｻﾞﾜ　ｵｻﾑ

植田 透 大山 一平 本田 正人 田中 富雄 桝井 昭二 中島 信浩 丸橋 孝夫 近澤 修
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 四条畷 京都大原 北神戸 よみうり 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 西神戸

ｼﾏｵｶ　ﾘｮｳｼﾞ ｵｸﾀﾞ　ﾏｻﾖｼ ｵｵﾋｶﾞｼ　ｼｹﾞﾉﾘ ﾔｷﾞ　ｷﾖﾋﾃﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾀｶﾋｻ ｱｻﾉ　ｶﾂﾋｺ ｸﾎﾞﾀ　ﾀｶｼ ﾏﾂｼﾀ　ﾃﾙｱｷ

島岡 良二 奥田 昌義 大東 重則 八木 清秀 藤本 貴久 麻野 勝彦 久保田 剛司 松下 照明
湯村 四条畷 西神戸 ｱｵﾉ ｱｵﾉ 北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞ よみうり

ｲｼｶﾜ　ﾕｳｲﾁ ｶﾓﾄ　ﾋﾃﾞｱｷ ﾔﾏﾓﾄ　ｾｲｼﾞ ｺﾊﾞﾔｼ　ｼﾝｺﾞ ﾅｶｶﾞﾜ　ｼｭﾝ ﾆｼｵ　ﾀﾀﾞｼ ﾀﾅﾍﾞ　ﾋﾛｼ ｱﾍﾞ　ｻﾄﾙ

石川 雄一 加本 秀明 山本 誠二 小林 信吾 中川 俊 西尾 正 田辺 浩 阿部 悟
高松ﾊﾟﾌﾞ よみうり ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｱｵﾉ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 武庫ﾉ台 高松ﾊﾟﾌﾞ

ｺｼﾞﾏ　ﾔｽﾋﾛ ﾀｹﾐｶ　ｼﾝｼﾞ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻﾊﾙ ﾉｸﾞﾁ　ﾄｼｶｽﾞ ｸﾗﾈ　ﾀｹﾐﾂ ｱﾍﾞ　ﾖｼﾋﾛ ｴﾆｼ　ﾋﾛﾌﾐ ｲﾉｳｴ　ﾏｻﾋｺ

小島 康弘 武甕 眞司 小林 正治 野口 敏一 藏根 武光 阿部 義弘 江西 博文 井上 正彦
北神戸 ｼｰﾄﾞ･京都大原 四条畷 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西神戸 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ ｼｰﾄﾞ･ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ よみうり

9:07 9:07

ﾆｼﾑﾗ　ﾀｶｼ ﾉｾ　ﾏｻｼ ｼﾑﾗ　ｶｽﾞﾋｺ ﾅｶｲ　ﾋｻｶｽﾞ ｺﾞﾝｽｲ　ﾖｼｵ ﾅｶｼﾞﾏ　ﾀｶｼ ﾔﾏﾓﾄ　ﾏﾓﾙ ﾏｴﾀﾞ　ﾖｼﾉﾘ

西村 隆司 野瀬 誠史 志村 和彦 中井 久一 言水 賀穂 中島 隆司 山本 守 前田 義徳
よみうり ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｼｰﾄﾞ･武庫ﾉ台 京阪 湯村 よみうり ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ﾄｼｸﾆ　ｼｭﾝｼﾞ ｻｶﾈ　ﾀﾀﾞﾐ ｵｷﾞﾉ　ﾋﾃﾞｱｷ ｱﾗｶﾜ　ｷﾖｶｽﾞ ﾔﾏﾓﾘ　ﾃﾂﾔ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾐﾁﾉﾘ ﾅｲﾄｳ　ﾉﾌﾞﾋﾄ ﾋﾗﾉ　ﾏｺﾄ

利國 俊二 坂根 正己 荻野 英昭 荒川 喜代一 山森 徹也 藤本 道徳 内藤 宣人 平野 誠
高松ﾊﾟﾌﾞ よみうり ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｼｰﾄﾞ･よみうり 京都大原 高松ﾊﾟﾌﾞ

ﾋｻﾔｽ　ﾏｻﾋｺ ｼﾗｲ　ｹｲｿﾞｳ ｲｼｲ　ｼｹﾞﾉﾘ ﾌｸﾔﾏ　ﾏｻｶｽﾞ ﾀﾑﾗ　ﾋﾛｼ ｶﾉﾏﾀ　ﾖｼﾊﾙ ﾅｶﾑﾗ　ﾘﾂﾛｳ ｼﾊﾞﾊﾗ　ｼｭｳｲﾁ

久安 雅彦 白井 啓三 石井 茂則 福山 雅一 田村 裕 鹿俣 義春 中村 律郎 柴原 修一
京都大原 高松ﾊﾟﾌﾞ ｱｵﾉ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

ｷｸﾞﾁ　ｼﾞｭﾝﾔ ｺｳﾓﾄ　ﾋｻｵ ﾐﾔｹ　ｼﾝｲﾁ ｶﾖｳ　ｿｳｹﾝ ﾀｹｼﾏ　ﾋﾛﾐ ﾐﾂﾓﾘ　ｶﾂﾄｼ ﾏﾂﾓﾄ　ｹﾝｲﾁ

木口 順夜 河本 寿夫 三宅 新一 嘉陽 宗賢 竹島 洋美 光森 勝利 松本 健一
守礼 奥津 岡山空港 守礼 奥津 岡山空港 水島

ﾅｶﾓﾄ　ﾄｼﾐﾂ ﾖｼﾀﾞ　ﾑﾈﾊﾙ ｷﾑﾗ　ﾏﾝｼﾞ ﾔﾏｵｶ　ﾃﾙｱｷ ｲﾃﾞ　ｲｻｵ ﾎｿｶﾜ　ﾄｼｵ ｼﾓﾀﾞ　ｶｽﾞｵ ﾌｸｼﾏ　ｾｲｷﾁ

中本 寿満 吉田 宗治 木村 萬次 山岡 照明 井手 功 細川 俊男 下田 和夫 福島 清吉
高松ﾊﾟﾌﾞ 京都大原 水島 京阪 高松ﾊﾟﾌﾞ 京都大原 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｱｵﾉ

9:52

ﾐﾔｻﾞｷ　ﾏｻﾄ ﾀｶﾂｶ　ﾄｼｵ ﾜｶﾀﾆ　ﾖｼﾊﾙ ｲﾉﾊﾗ　ｾｲｿﾞｳ ｲﾅﾀﾞ　ﾀｶﾊﾙ ﾎｼﾔﾏ　ﾖｼｵ ﾀｸﾞﾁ　ﾘｮｳﾍｲ ﾀｶｷﾞ　ﾋﾛｼ

宮崎 正人 高塚 俊夫 若谷 良治 猪原 征三 稲田 孝治 星山 良夫 田口 良平 高木 宏
四条畷 米子 高松ﾊﾟﾌﾞ 水島 四条畷 米子 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 高松ﾊﾟﾌﾞ

ｺﾔﾏ　ﾖｼﾐﾂ ｷﾀﾔﾏ　ｺｳｼﾞ ﾅｶｵｶ　ﾏｻﾐ ﾋｶﾞｼﾔﾏ　ﾋﾄｼ ﾅｶﾔﾏ　ｱｷﾗ ﾅｶﾔｽ　ｽｽﾑ ｱﾂﾐ　ｼﾝｲﾁﾛｳ ｵｷﾊﾗ　ｴﾂｼﾞ

小山 吉光 北山 康司 中岡 昌美 東山 準 中山 旭 中安 進 厚見 信一郎 沖原 悦二
よみうり 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞ ｱｵﾉ よみうり 武庫ﾉ台 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸

ﾀｶﾊｼ　ｺｳｷ ｲｼﾀﾞ　ﾃﾙｵ ﾆｼﾀﾞ　ｽｽﾑ ﾀﾅｶ　ﾋﾄｼ ﾆｼｶﾜ　ﾀｶｼ ｱｵﾀ　ﾐﾂﾋﾛ ﾐﾔﾀｹ　ﾏｻﾐ ｼﾊﾞﾀ　ｱﾂｼ

高橋 幸喜 石田 輝夫 西田 進 田中 均 西川 隆 青田 光宏 宮武 正實 柴田 淳志
西神戸 よみうり 北神戸 京都大原 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱｵﾉ 高松ﾊﾟﾌﾞ 奥津

ﾐｽﾞﾓﾄ　ﾖｼﾀｶ ｷﾀｶﾞﾜ　ﾄﾐｼｹﾞ ｻｲｸｻ　ﾄｼｶﾂ ｸﾘﾀ　ﾐﾁｵ ｶﾈﾀﾞ　ｲｵﾘ ｻｲ　ｼｭｳﾒｲ ﾅｶﾞﾄﾐ　ｺｳｼｭ ﾓﾘ　ﾋﾃﾞｵ

水本 義孝 北川 富重 三枝 年克 栗田 三千男 金田 伊織 蔡 秋明 長富 公守 森 秀夫
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 四条畷 高松ﾊﾟﾌﾞ ｱｵﾉ 京都大原 西神戸 よみうり ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

ｸﾛﾀﾞ　ｽｽﾑ ｵﾀﾞ　ﾋﾃﾞﾉﾘ ｻｻｷ　ﾐﾂｱｷ ﾀｶﾊｼ　ﾉﾘﾄｼ ﾄｸﾄﾞﾒ　ﾐﾄﾑ ﾌｼﾞｲｼ　ﾏｻﾄ ｺﾊﾞﾔｼ　ｺｳｷﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋﾃﾞﾄｼ

黒田 進 織田 秀宣 佐々木 光昭 髙橋 典利 徳留 認 藤石 正人 小林 幸吉 渡辺 日出敏
よみうり 北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうり 京阪 京都大原 高松ﾊﾟﾌﾞ

網掛け部分はグランドシニア部門

1 7:00 - 1 7:00

全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権 西日本地区決勝

開催コース：北神戸ゴルフ場 2018年5月15日(火)

OUT（南コース） IN （東コース）

組 組

全日本グラン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

2 7:07 2 7:07

3 7:15 3 7:15

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

6 7:45 6 7:45

4 7:22 4 7:22

5 7:30 5 7:30

7 7:52 7 7:52

8 8:00 8 8:00

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

11 8:30 11 8:30

9 8:07 9 8:07

10 8:15 10 8:15

12 8:37 12 8:37

13 8:45 13 8:45

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

16 9:15 16 9:15

14 8:52 14 8:52

15 9:00 15 9:00

19 9:37 - 19 9:37

17 9:22 17 9:22

18 9:30 18 9:30

20 9:45 20 9:45

21 10:00 21 10:00

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

24 10:22 24 10:22

25 10:30 25 10:30

22 10:07 22 10:07

23 10:15 23 10:15


