
.

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

ﾕｳｷ　ｼｹﾞﾙ ｶﾜｴ　ﾕｷﾋﾛ ﾌｼﾞﾏﾙ　ﾐﾉﾙ ｸﾘﾀ　ﾐﾁｵ ｱｿｳ　ﾄｼﾕｷ ﾊﾞﾊﾞ　ﾀｶﾐﾂ ｳﾁﾀﾞ　ﾅｵｷ ﾋﾗﾀ　ﾋﾛｷ

結城 茂 川江 幸裕 藤丸 稔 栗田 三千男 麻生 俊之 馬場 隆光 内田 直喜 平田 弘樹
ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸ 西神戸 六甲国際 ｱｵﾉ 瀬板の森 ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸ ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ 北神戸

ｶｼﾞﾀﾆ　ﾐﾂﾋﾛ ﾏﾂｻｺ　ﾀｸﾔ ﾀｶｾ　ｶｽﾞﾋﾛ ｵｸﾞﾗ　ﾉﾌﾞﾕｷ ｲｼｶﾜ　ｼﾝ ﾆｼﾉ　ﾖｳｺﾞ ﾌｸﾑﾛ　ｲｸｵ ﾀｶﾊｼ　ｺｳｷ

梶谷 光弘 松迫 卓也 高瀬 和弘 小倉　信行 石川 伸 西野 羊吾 福室 伊久男 高橋 幸喜
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 六甲国際 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうり 北神戸 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ 京阪 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

ﾔﾉ　ﾀｶﾋﾛ ｿﾉ　ｺｳｲﾁﾛｳ ﾄｶｼﾞ　ﾐｷｵ ｺﾊﾞﾔｼ　ｼﾝｺﾞ ｳｴﾑﾗ　ﾐﾁﾋｺ ﾅｶﾞﾉ　ﾄｼﾔ ｷｸﾅｶﾞ　ﾉﾌﾞｷ ｻｶﾈ　ﾀﾀﾞﾐ

矢野 貴広 園 耕一郎 戸梶 幹夫 小林 信吾 上村 道彦 永野 年哉 菊永 伸喜 坂根　正己
六甲国際 武庫ﾉ台 北神戸 ｱｵﾉ 西神戸 滋賀甲南 ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ よみうり

ﾌｸﾓﾄ　ﾄｵﾙ ﾏｴｶﾜ　ﾂﾄﾑ ﾅｶﾔﾏ　ﾖｳﾍｲ ｶﾉﾏﾀ　ﾖｼﾊﾙ ｷﾀｳﾗ　ｶﾂﾔ ﾊﾔｼ　ﾉﾌﾞﾕｷ ｺﾐﾈ　ｱﾂｼ ｸﾎﾞﾀ　ﾔｽｵ

福本 徹 前川 努 中山 洋平 鹿俣 義春 北浦 克也 林 伸行 小嶺 集史 久保田 泰生
北神戸 京阪 滋賀甲南 京都大原 京阪 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ

ｱｻﾄ　ﾋﾛｼﾞ ﾓﾘｼｹﾞ　ｼｮｳﾍｲ ﾀﾅﾏﾁ　ﾋｻﾖﾘ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾐﾁﾉﾘ ﾊﾔｼ　ｱｷﾗ ﾅｶﾊﾗ　ﾕｳｷ ﾔｽｲ　ﾂﾖｼ ﾌｸﾀﾞ　ﾏｻｵ

安里 博治 盛重 祥平 棚町 久頼 藤本　道徳 林 明 中原 勇季 保井 剛 福田 正夫
大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 滋賀甲南 琵琶湖 よみうり 北神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ しがらきの森 ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸ

7:35 7:35

ｳｴﾀﾞ　ﾊﾙｵ ｲﾉｳｴ　ｶｵﾙ ﾀｶｵｶ　ｶﾂﾋｺ ﾏｽﾀﾞ　ﾏﾅﾌﾞ ｱｷﾔﾏ　ﾄﾓｱｷ ｻｶｸﾗ　ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾐｽﾞﾉ　ﾀﾂｵ ｵｵﾋｶﾞｼ　ｼｹﾞﾉﾘ

植田 春雄 井上 薫 高岡 克彦 増田 学 秋山 友陽 坂倉 重信 水野 竜夫 大東 重則
京阪 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 武庫ﾉ台 ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 瀬板の森 北神戸

ﾀﾅｶ　ﾖｳｽｹ ﾐﾅﾐ　ｺｳｼﾞ ﾏｴﾀﾞ　ﾖｼﾉﾘ ﾎﾘ　ﾀﾀﾞﾖｼ ｶﾉｳ　ｻﾄｼ ｵｶﾓﾄ　ﾔｽﾉﾌﾞ ﾆｼｶﾞｷ　ｱｷﾉﾘ ﾅｽｶﾜ　ｶﾂﾕｷ

田中 陽介 南 浩司 前田 義徳 堀 忠嘉 加納 悟史 岡本 康伸 西垣 聡則 名須川　勝幸
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京阪 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸ ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ ﾏｽﾀｰｽﾞ 滋賀甲南 よみうり

ｲｹﾀﾞ　ﾖｼﾌﾐ ﾀｶﾓﾄ　ﾀﾞｲｼ ｷｼﾓﾄ　ﾀｹｼ ﾀﾅｶ　ﾏｻｷ ﾋｶﾞｼﾀﾆ　ﾖｼﾊﾙ ｷﾀﾞ　ﾖｼﾋｺ ﾓﾘﾓﾄ　ﾉﾌﾞﾕｷ ｶﾜｶﾐ　ﾋﾛｼ

池田 佳史 髙本　大士 岸本 毅 田中 正記 東谷 佳治 木田 義彦 森本 伸幸 川上 浩司
しがらきの森 よみうり 北神戸 瀬板の森 武庫ﾉ台 ﾏｽﾀｰｽﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 滋賀甲南

ｵｵｾﾞｷ　ｹﾝｼﾞ ﾔﾏﾅｶ　ﾋﾄｼ ﾀﾆｳﾁ　ｼｮｳｺﾞ ﾏﾂｲ　ﾋﾛﾉﾘ ﾅｶﾑﾗ　ｴｲｲﾁ ﾏﾙﾊｼ　ﾀｶｵ ﾏﾆﾜ　ｶｽﾞｷ ﾏﾂｲ　ﾕｷｵ

大関 憲二 山中 均 谷内 祥吾 松井 宏典 中村 英一 丸橋 孝夫 間庭 一樹 松井 幸男
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸ 京都大原 滋賀甲南 六甲国際 西神戸 京阪 京都大原

ｻﾜｲ　ｻﾄｼ ｲﾁｲ　ﾀﾀﾞｵ ｼﾊﾞﾀ　ｺｳｼﾞ ﾊﾔｼ　ﾄﾓﾕｷ ﾊﾏﾅｶ　ﾏﾅﾌﾞ ﾕｱｻ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ｻｷﾀ　ｷﾖｼ ｻｶﾅｶ　ﾑﾈﾋﾛ

澤井 悟 一居 忠夫 芝田　康司 林 知幸 濱中 学 湯浅 純一 崎田 聖士 坂中　宗洋
ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうり 六甲国際 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西神戸 京阪 よみうり

8:17 8:17

ﾀﾅｶ　ﾋﾛﾌﾐ ｶﾜｻｷ　ﾀﾞｲｷ ｱﾘﾖｼ　ﾀｶﾌﾐ ﾏﾂｼﾏ　ﾂﾖｼ ﾏﾐﾔ　ｹﾝｲﾁ ｷﾀﾑﾗ　ﾋｻﾄ ﾀﾅｶ　ﾏｻﾄ ﾌｼﾞﾓﾄ　ｺｳｲﾁ

田中 弘文 河崎 大樹 有吉 孝文 松嶋 剛 間宮 憲一 北村 久人 田中 雅登 藤本 弘一
西神戸 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ 西神戸

ﾌｸｵｶ　ﾌﾐﾀｶ ｺﾐﾈ　ﾅｵﾋﾛ ﾂｼﾞﾊﾞﾔｼ　ｼﾞｭﾝｼﾞ ﾐﾂｲ　ﾊﾙﾋｺ ｳｽｲ　ｹｲｽｹ ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾃﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏｻﾄ ｲﾄｳ　ｼﾞｭﾝｼﾞ

福岡　史剛 小峰 尚宏 辻林 潤次 三井 春彦 臼井 圭介 山本 秀樹 渡邊 将人 伊藤 淳二
よみうり 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 滋賀甲南 京阪 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 西神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

ﾖｺﾐﾂ　ﾕｳｲﾁﾛｳ ｲｹｶﾞﾐ　ﾉﾘﾏｻ ﾐﾂｲ　ｼｮｳｿﾞｳ ｶﾝﾀﾞ　ｱﾂｼ ｲﾉｳｴ　ﾏｻﾋｺ ｼﾗﾋｹﾞ　ｼﾝｲﾁ ｵｸﾉ　ﾏｻﾔ ｼｵﾂ　ｼｮｳﾍｲ

与古光雄一郎 池上 典成 三井 昭三 神田 篤 井上　正彦 白髭 慎一 奥野 雅也 塩津 翔平
瀬板の森 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾏｽﾀｰｽﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうり 北神戸 ｱｵﾉ 岡山空港

ﾜﾀﾞ　ﾏｺﾄ ｶﾜﾐ　ｹﾝｲﾁ ﾐﾔﾀﾆ　ﾖｼﾋﾛ ﾏｴｶﾜ　ﾐｽﾞｷ ｵｻﾞｷ　ﾘｭｳｼﾞ ﾑﾗｶﾐ　ﾏﾅﾌﾞ ｲﾉｳｴ　ﾄﾓｶｽﾞ ｳｴﾀﾞ　ｼｹﾞﾋﾛ

和田 真 川見　健一 宮谷 佳宏 前川 瑞輝 尾崎 竜二 村上 学 井上 智一 上田 茂弘
ｼｰﾄﾞ･滋賀甲南 よみうり ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾏｽﾀｰｽﾞ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 瀬板の森 高松 花回廊

ﾂﾑﾗ　ﾋﾃﾞｱｷ ｼﾐｽﾞ　ﾋﾄｼ ﾑﾗﾀ　ﾔｽｼ ｱﾗｲ　ﾏｻﾋﾃﾞ ﾐﾔﾓﾄ　ﾏｻﾋﾛ ﾅｶｶﾞﾜ　ﾕｳｲﾁ ﾌｸﾄﾒ　ﾖｳｲﾁ ｲｲﾀﾞ　ｶｽﾞﾄｼ

津村 英明 清水 人志 村田 靖司 荒井 将栄 宮本 正大 中川 裕一 福留 洋一 飯田 和利
滋賀甲南 しがらきの森 ｼｰﾄﾞ･京都大原 ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京阪 ｼｰﾄﾞ･ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

8:59 8:59

ﾊｼﾓﾄ　ｺｳｼﾞ ﾅｶﾞﾀ　ﾀｲｿﾞｳ ｲﾉｳｴ　ﾔｽﾋﾄ ｳﾎ　ﾀｶｼ ﾀｶﾊﾗ　ﾀｸﾔ ｷﾉｼﾀ　ﾄｼﾋﾛ ﾐﾔｻﾞｷ　ﾋﾛｼ ﾓﾘｽﾞﾐ　ｺｳｷ

橋本 浩二 永田 泰三 井上 泰人 宇保　隆 高原 拓也 木下 俊広 宮崎 洋 森住 公紀
湯村 米子 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ よみうり ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ つるや ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ 西神戸

ｾﾗﾀﾞ　ｺｳﾍｲ ﾅｶﾞﾄ　ﾀｹｼ ｽｽﾞｷ　ﾏｻﾋﾛ ﾄｸﾀﾞ　ﾄｼﾕｷ ﾌｸﾓﾄ　ｻﾄﾙ ﾆｼｳﾐ　ﾓﾄﾋｺ ﾏﾅﾍﾞ　ｹﾝｲﾁ ﾊﾀｹﾔﾏ　ｼﾝｲﾁ

世良田 紘平 長戸 武士 鈴木 雅博 徳田 敏行 福本 哲 西海　元彦 真鍋 賢一 畠山 真一
ｱｵﾉ 奥津 北神戸 京都大原 琵琶湖 よみうり 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 武庫ﾉ台

ﾊﾅｵｶ　ﾋﾃﾞｱｷ ﾐｽﾞｼ　ﾀﾂﾔ ﾔﾏｼﾛ　ﾀｶｵ ﾀｶﾓﾄ　ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾓﾘﾉ　ｶﾂﾖｼ ｲﾁｲ　ｶｽﾞﾏｻ ﾏﾅﾍﾞ　ｺｳｲﾁﾛｳ ﾄﾖｼﾏ　ﾔｽｼ

花岡 秀明 水主 達也 山城 隆男 髙木 龍太朗 森野 勝義 市位 和正 真部 幸一郎 豊島 康司
丸亀 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 岡山空港 西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津

ﾆｼｵｶ　ｹﾝｼﾞ ｵﾁ　ﾋﾛﾉﾘ ｸﾛｶﾜ　ﾋﾛﾕｷ ｳｴﾂｷ　ﾏｻﾋﾛ ﾕﾒﾉ　ｼﾞｭﾝｼﾞ ｸﾛｾ　ﾋﾛｼ ｸﾎﾞﾀ　ﾋﾛﾕｷ ｷﾀ　ﾊﾙﾋｺ

西岡 健二 越智 寛典 黒川 博之 植月 雅裕 夢野 順二 黒瀬 浩史 窪田 博之 喜多 晴彦
ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津 湯村 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ ﾏｽﾀｰｽﾞ 六甲国際

ｶﾜｺﾞｴ　ﾏｻﾀｶ ﾃﾗﾆｼ　ﾄｼﾋﾄ ﾅｶﾞﾀｷ　ｶﾂﾐ ｵｶﾓﾄ　ﾀﾀﾞｼ ﾅｶﾑﾗ　ｶｽﾞﾋﾛ ｻｲﾄｳ　ｱﾂｼ ﾅｶﾑﾗ　ﾐﾂﾋﾛ ｷﾀﾀﾆ　ﾀｶﾕｷ

川越　正誉 寺西 俊人 永滝 勝美 岡本 忠司 中村 一博 齋藤 篤 中村 光浩 北谷 孝幸
よみうり ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 奥津 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 丸亀 ｱｵﾉ 西神戸

9:41 9:41

ｻｶｲ　ﾉﾌﾞﾕｷ ｻﾀﾞ　ﾏｻﾀｹ ﾓﾁﾄｸ　ｼﾞｭﾝｼﾞ ﾆｼｶﾜ　ｶｽﾞﾕｷ ｳｴﾀﾞ　ﾏｻｼ ｵｵｼﾏ　ｶｽﾞﾋﾛ ｼﾏｵｶ　ﾘｮｳｼﾞ ｲｲﾀﾞ　ｹﾝｻｸ

酒井 信行 定 正武 持徳 順二 西川　和之 上田 昌志 大島 一洋 島岡 良二 飯田 健作
高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京阪 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ よみうり 花回廊 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 湯村 岡山空港

ﾎﾝﾀﾞ　ﾔｽﾋﾄ ﾐﾂｲ　ﾖｼｹｲ ﾖｼﾑﾗ　ﾋﾛｷ ﾅｶﾆｼ　ﾀｶﾏｻ ｵｶﾓﾄ　ﾏｻﾉﾌﾞ ﾅｶｲ　ｶﾂﾖｼ ｶﾜｸﾞﾁ　ﾏｻﾉﾘ ｶｸﾑ　ﾀｹｵ

本多 康人 三井　吉奎 吉村 浩樹 中西 孝昌 岡本 匡史 中井 克佳 河口 正憲 各務 武雄
六甲国際 よみうり 米子 ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸ 花回廊 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ

ｵｵｼﾀ　ﾀﾀﾞｼ ｶﾒｲ　ｽﾐｵ ｵｼﾞﾘ　ｼﾝｻｸ ﾋｶﾞｼﾐﾁ　ｶｽﾞﾋﾄ ｵｵﾆｼ　ﾀｶｼ ﾔﾏﾓﾄ　ｹｲ ﾏﾙｲｼ　ｶﾂﾔ ﾌｼﾞｶﾜ　ｱﾂｼ

大下 正 亀井 澄夫 尾尻 真栄 東道 和仁 大西 孝司 山本 慶 丸石　勝也 藤川 厚史
瀬板の森 丸亀 岡山空港 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 米子 瀬板の森 よみうり 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ﾐｶﾞｷ　ﾀﾓﾂ ﾋﾗﾀ　ｼｮｳｲﾁ ｵｶﾊﾞﾔｼ　ﾘｮｳﾀ ｼﾝｶﾜ　ﾏｻﾉﾘ ｵﾝｼﾞ　ﾄｼｷ ｷﾉｼﾀ　ｺｳｶﾞｸ

三垣 保 平田 昌一 岡林 良太 新川 正悟 隠地 俊樹 木下　光学
花回廊 丸亀 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京阪 滋賀甲南 よみうり

ﾑﾗﾏﾂ　ﾏｻﾔ ｲﾉｳｴ　ｼﾝﾔ ｱﾍﾞ　ｻﾄﾙ ﾅｶﾈ　ｱｷﾋﾛ ﾄﾐﾀﾞ　ﾋﾛｱｷ ﾀｶﾓﾄ　ﾋｺｼ

村松 正也 井上 眞弥 阿部 悟 中根 明宏 富田 浩明 高本 彦司
ﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 滋賀甲南 京阪

参加人数：196人

平成30年度 全日本ミッド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：グランドオークプレイヤーズコース 2018年7月24日(火)

OUT IN

組 組

1 7:00 1 7:00

2 7:07 2 7:07

3 7:14 3 7:14

4 7:21 4 7:21

調　　整　　時　　間

6 7:42 6 7:42

5 7:28 5 7:28

調　　整　　時　　間

7 7:49 7 7:49

8 7:56 8 7:56

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

11 8:24 11 8:24

9 8:03 9 8:03

10 8:10 10 8:10

12 8:31 12 8:31

13 8:38 13 8:38

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

16 9:06 16 9:06

14 8:45 14 8:45

15 8:52 15 8:52

17 9:13 17 9:13

18 9:20 18 9:20

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

21 9:48 21 9:48

19 9:27 19 9:27

20 9:34 20 9:34

22 9:55 22 9:55

23 10:02 23 10:02

-

25 10:16 - 25 10:16 -

24 10:09 - 24 10:09


