
.

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 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース

埴岡 孝一 和田 好一 厚見 信一郎 天羽 澄夫 山内 淳 東山 準 森谷 英徳 松本 健一

ｱｵﾉ 武庫ﾉ台 北神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｱｵﾉ 西神戸 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ

近澤 修 弘瀬 政幸 山崎 豊 吉岡 博一 沖 和人 織田 秀宣 田嶋 好信

北神戸 ｱｵﾉ ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸｺﾞﾙﾌ 西神戸 ｱｵﾉ 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ

橋本 弘二 古澤 光廣 柿本 正和 高嶋 正弘 川瀬 建司 塚前 義廣 大西 慶藏 高宏 茂

北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｱｵﾉ ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸｺﾞﾙﾌ 北神戸 ｱｵﾉ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 武庫ﾉ台

朝田 剛司 高橋 和夫 稲田 孝治 髙瀬 和弘 吉川 広道 園 耕一郎 小松 邦彦 西田 進

ｱｵﾉ 武庫ﾉ台 泉ヶ丘ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 武庫ﾉ台 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ

小西 俊二 佐藤 秀昭 高橋 幸喜 笹川 康博 山本 誠二 洗井 良夫 谷口 寛之 山本 俊行

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津

久光 正文 北口 満 青田 光宏 黒坂 博一 岩本 和眞 藤原 博 荻野 英昭 奥野 重治

武庫ﾉ台 よみうりｳｴｽﾄ ｱｵﾉ 北神戸 武庫ﾉ台 奥津 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京都大原PC

河本 良 佐藤 勝之 柴山 哲男 堀居 耕一 増元 公男 依藤 安廣 木村 博 鈴木 忠夫

奥津 西神戸 ｱｵﾉ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｱｵﾉ 京都大原PC 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうりｳｴｽﾄ

8:08 8:08

黒田 進 坂元 健次 炬口 春樹 鹿俣 義春 嶋﨑 克範 井手 功 大田 卓一

よみうりｳｴｽﾄ 京都大原PC 新大阪ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 京都大原PC 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津

安川 寛昭 笠井 宜則 前田 義徳 竹島 洋美 長谷川 勝 新見 功 櫻井 賢 間 為展

京都大原PC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津 米子ｺﾞﾙﾌ場 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC 湯村ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ

松島 一十四 野村 和夫 山田 福一 中岡 昌美 中務 武男 田ヶ原 章忠 前中 幹夫 穐田 肇

よみうりｳｴｽﾄ 新大阪ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 京都大原PC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津 京都大原PC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 花回廊

岡西 博司 宮田 実 村井 義生 富永 龍信

京都大原PC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ よみうりｳｴｽﾄ

中本 寿満 中嶋 光男 高塚 俊夫 北山 康司 佐伯 千佳 井上 郁子 小野 光子

高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 米子ｺﾞﾙﾌ場 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱｵﾉ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうり

田中 康光 小田桐 正治 楠本 正志 柴田 淳志 八幡 三千代 横浜 弘子 谷山 芳美

ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 京都大原PC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津 ｱｵﾉ 北神戸 よみうり

金田 伊織 安宅 信明 木下 知行 若谷 良治 橘川 美紀 中野 美穂子 久保 まみ

京都大原PC 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 奥津 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱｵﾉ 北神戸 よみうり

9:12 9:12

北野 均 杉山 元伸 言水 賀穂 矢田 修一 角 伊津子 髙田 有加 玉垣 久美子 樽井 富美代

泉ヶ丘ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 新大阪ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 湯村ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ｱｵﾉ 北神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうり

吉谷 博之 武甕 眞司 三野 文晴 宮崎 正人 白鹿 真由美 清水 聡枝 小林 美代子 新居 淑惠

ｼｰﾄﾞ･ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京都大原PC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうり

中山 旭 長尾 剛 松本 賢 松本 和美 康 由利 山下 裕子 小寺 富子 川村 三夏子

ｼｰﾄﾞ･大阪 奥津 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 米子ｺﾞﾙﾌ場 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸 武庫ﾉ台 よみうり

永井 文雄 森下 進 宮武 正實 関森 保雄 大井 鏡子 田畑 二四恵 上田 敬子 中川 正子

ｼｰﾄﾞ･よみうり 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 岡山空港GC ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 武庫ﾉ台 岡山空港GC よみうり

大野 豊和 林 鶴澤 棚田 眞夫 田中 均 浜 裕子 生田 美紀 中野 公代 大谷 春美

ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ 湯村ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 京都大原PC ｼｰﾄﾞ･よみうり ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 岡山空港GC よみうり

伊藤 哲彦 竹井 辰典 前川 博士 白石 博将 前嵜 英子 片寄 巳津恵 植村 宏子 喜多 雅美

ｼｰﾄﾞ･ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 岡山空港GC ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 米子ｺﾞﾙﾌ場 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうり

10:08 10:08

大矢 雅雄 井戸 繁明 結城 國彦 髙橋 敏雄 木村 裕子 小林 美智代 山本 明子 泉谷 富士美

京都大原PC 花回廊 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ ｼｰﾄﾞ･岡山空港 米子ｺﾞﾙﾌ場 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 よみうり

奥村 弘尊 池田 正明 荒松 徳夫 大田 師久 大橋 恵美 梶田 由美子 鈴木 晴美 南 理香

ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 米子ｺﾞﾙﾌ場 奥津 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 米子ｺﾞﾙﾌ場 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうり

片岡 司郎 河内 志郎 岡 藤太郎 安原 正夫 大畑 曰香 黒田 真智子 河田 圭子 渡部 美弥子

奥津 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 京都大原PC 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 岡山空港GC よみうり

女子シニア　　　45名

ミッドシニア　　130名

平成30年度女子シニア・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
開催コース：青野運動公苑アオノゴルフコース 2018年9月26日(水)

OUT IN 

組 組

1 7:12 1 7:12

2 7:20 2 7:20

3 7:28 3 7:28

4 7:36 4 7:36

5 7:44 5 7:44

6 7:52 6 7:52

調　　整　　時　　間

8 8:16 8 8:16

7 8:00 7 8:00

調　　整　　時　　間

11 8:40 8:40 調　　整　　時　　間

9 8:24 9 8:24

10 8:32 10 8:32

13 8:56 12 8:56

12 8:48 11 8:48

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

15 9:20 14 9:20

14 9:04 13 9:04

16 9:28 15 9:28

17 9:36 16 9:36

18 9:44 17 9:44

19 9:52 18 9:52

調　　整　　時　　間

21 10:16 20 10:16

20 10:00 19 10:00

調　　整　　時　　間

22 10:24 21 10:24

23 10:32 22 10:32


