
.

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

1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ｾｷﾓﾘ ﾔｽｵ ｶｷﾓﾄ　ﾏｻｶｽﾞ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ ｼﾊﾞﾔﾏ　ﾃﾂｵ ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾙ ﾑﾗｲ ﾖｼﾅﾘ ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝ ｵｵﾔ ﾏｻｵ

関森 保雄 柿本 正和 高橋 和夫 柴山 哲男 長谷川 勝 村井 義生 松本 賢 大矢 雅雄
岡山空港GC ｱｵﾉ 武庫ﾉ台 ｱｵﾉ 米子ｺﾞﾙﾌ場 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC

1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88

ﾋｶﾞｼﾔﾏ　ﾋﾄｼ ﾀｶﾋﾛ ｼｹﾞﾙ ﾀｶﾂｶ ﾄｼｵ ｱﾀｶ ﾉﾌﾞｱｷ ｲﾅﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ ﾊｻﾞﾏ ﾀﾒﾋﾛ ｶｻｲ ﾖｼﾉﾘ ｱﾗﾏﾂ ﾉﾘｵ

東山 準 高宏 茂 高塚 俊夫 安宅 信明 稲田 孝治 間 為展 笠井 宜則 荒松 徳夫
ｱｵﾉ 武庫ﾉ台 米子ｺﾞﾙﾌ場 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 泉ヶ丘ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 湯村ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 米子ｺﾞﾙﾌ場

1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90

ﾅｶｵｶ ﾏｻﾐ ｵｶﾆｼ ﾋﾛｼ ﾅｶﾔﾏ　ｱｷﾗ ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾐ ｶﾀｵｶ ｼﾛｳ ﾅｶｼﾞ ﾏﾐﾂｵ ﾔﾀ　ｼｭｳｲﾁ ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ

中岡 昌美 岡西 博司 中山 旭 松本 和美 片岡 司郎 中嶋 光男 矢田 修一 高橋 幸喜
高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC ｼｰﾄﾞ･大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 米子ｺﾞﾙﾌ場 奥津 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 北神戸

1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 91

ｱﾗｲ ﾖｼｵ ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｼﾞ ｻｻｶﾞﾜ　ﾔｽﾋﾛ ｼﾏｻｷ ｶﾂﾉﾘ ｸﾛｻｶ ﾋﾛｶｽﾞ ﾄﾐﾅｶﾞ　ﾀﾂﾉﾌﾞ ｼﾊﾞﾀ ｱﾂｼ ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

洗井 良夫 山本 誠二 笹川 康博 嶋﨑 克範 黒坂 博一 富永 龍信 柴田 淳志 前田 義徳
北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ 奥津 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 93

ｵｸﾑﾗ　ﾋﾛﾀｶ ﾏﾂﾓﾄ　ｹﾝｲﾁ ﾂｶﾏｴ　ﾖｼﾋﾛ ｿﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾊﾔｼ ﾂﾙｻﾜ ﾀｹｲ ﾀﾂﾉﾘ ﾜｶﾀﾆ ﾖｼﾊﾙ ﾊｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ

奥村 弘尊 松本 健一 塚前 義廣 園 耕一郎 林 鶴澤 竹井 辰典 若谷 良治 橋本 弘二
ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ ｱｵﾉ 武庫ﾉ台 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 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸

1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 94

ｶﾈﾀﾞ ｲｵﾘ ﾐﾉ ﾌﾐﾊﾙ ｵｵﾉ　ﾄﾖｶｽﾞ ﾕｳｷ ｸﾆﾋｺ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ ﾆｲﾐ ｲｻｵ ﾅｶﾞｵ ﾂﾖｼ ﾓﾘﾔ　ﾋﾃﾞﾉﾘ

金田 伊織 三野 文晴 大野 豊和 結城 國彦 谷口 寛之 新見 功 長尾 剛 森谷 英徳
京都大原PC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津 西神戸

1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 95

ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾀｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ ｻｸﾗｲ ﾏｻﾙ ﾀｹﾉｸﾁ ﾊﾙｷ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ ﾀｹｼﾏ ﾋﾛﾐ ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｵ ｷﾀﾔﾏ ｺｳｼﾞ

織田 秀宣 高嶋 正弘 櫻井 賢 炬口 春樹 藤原 博 竹島 洋美 野村 和夫 北山 康司
北神戸 ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸｺﾞﾙﾌ 京都大原PC 新大阪ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 奥津 奥津 新大阪ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

8:08 8:08

1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 98

ﾖｼｵｶ　ﾋﾛｶｽﾞ ｺﾏﾂ ｸﾆﾋｺ ﾀｶﾞﾊﾗ ｱｷﾀﾀﾞ ｲﾄﾞｼｹﾞｱｷ ﾏｴﾅｶ ﾐｷｵ ﾋｻﾐﾂ ﾏｻﾌﾐ ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

吉岡 博一 小松 邦彦 田ヶ原 章忠 井戸 繁明 前中 幹夫 久光 正文 坂元 健次
西神戸 北神戸 京都大原PC 花回廊 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 武庫ﾉ台 京都大原PC

1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 99 1日目ｽｺｱ 100 1日目ｽｺｱ 102

ｵｵﾀ ﾉﾘﾋｻ ｵｶ ﾄｳﾀﾛｳ ｱﾂﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｶﾜｾ ｹﾝｼﾞ ｱｷﾀﾊｼﾞﾒ ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾏｻ ﾔﾏﾓﾄﾄｼﾕｷ

大田 師久 岡 藤太郎 厚見 信一郎 川瀬 建司 穐田 肇 白石 博将 山本 俊行
奥津 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 北神戸 北神戸 花回廊 岡山空港GC 奥津

1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 100 1日目ｽｺｱ 104 1日目ｽｺｱ 111

ﾔﾏﾀﾞ ﾌｸｲﾁ ｺﾞﾝｽｲ ﾖｼｵ ﾓﾘｼﾀ ｽｽﾑ ﾏｴｶﾞﾜ　ﾋﾛｼ ﾅｶﾉ ﾐﾎｺ ｶﾀﾖｾ ﾐﾂｴ ｺﾃﾞﾗ ﾄﾐｺ

山田 福一 言水 賀穂 森下 進 前川 博士 中野 美穂子 片寄 巳津恵 小寺 富子
京都大原PC 湯村ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 北神戸 米子ｺﾞﾙﾌ場 武庫ﾉ台

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 97

ﾐﾔﾀｹ ﾏｻﾐ ｶﾜｳﾁ　ｼﾛｳ ﾔﾏｻｷ　ﾕﾀｶ ﾖﾘﾌｼﾞ ﾔｽﾋﾛ ｷﾀ　ﾏｻﾐ ｵｵﾊｼ　ｴﾐ ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾐ

宮武 正實 河内 志郎 山崎 豊 依藤 安廣 喜多 雅美 大橋 恵美 山下 裕子 鈴木 晴美
高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸｺﾞﾙﾌ 京都大原PC よみうりｳｴｽﾄ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 95

ｱﾓｳ　ｽﾐｵ ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ ｻﾄｳ　ｶﾂﾕｷ ｸｽﾓﾄ ﾏｻｼ ｵｵﾀﾆ　ﾊﾙﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾖ ﾐﾅﾐ　ﾘｶ ﾖｺﾊﾏ ﾋﾛｺ

天羽 澄夫 岩本 和眞 佐藤 勝之 楠本 正志 大谷 春美 小林 美智代 南 理香 横浜 弘子
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 武庫ﾉ台 西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうりｳｴｽﾄ 米子ｺﾞﾙﾌ場 よみうりｳｴｽﾄ 北神戸

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 94

ﾀﾅｶ ﾔｽﾐﾂ ﾔｽﾊﾗ ﾏｻｵ ｻﾄｳ　ﾋﾃﾞｱｷ ﾅｶﾓﾄ ﾄｼﾐﾂ ｼﾐｽﾞ ﾄｼｴ ﾅｶｶﾞﾜ　ﾏｻｺ ｳｴﾑﾗ ﾋﾛｺ ﾀﾆﾔﾏ　ﾖｼﾐ

田中 康光 安原 正夫 佐藤 秀昭 中本 寿満 清水 聡枝 中川 正子 植村 宏子 谷山 芳美
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 京都大原PC ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 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

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93

ﾁｶｻﾞﾜ ｵｻﾑ ｱｵﾀ　ﾐﾂﾋﾛ ﾏｽﾓﾄ　ｷﾐｵ ｵｵﾀ ﾀｸｲﾁ ｼﾗｶﾞ　ﾏﾕﾐ ｺｳ　ﾕﾘ ﾀﾏｶﾞｷ　ｸﾐｺ ﾀﾙｲ　ﾌﾐﾖ

近澤 修 青田 光宏 増元 公男 大田 卓一 白鹿 真由美 康 由利 玉垣 久美子 樽井 富美代
北神戸 ｱｵﾉ ｱｵﾉ 奥津 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうりｳｴｽﾄ

9:12 9:12

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 92

ﾌﾙｻﾜ ﾐﾂﾋﾛ ｺﾆｼ ｼｭﾝｼﾞ ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻｵ ｶｼﾞﾀ ﾕﾐｺ ｵｵﾊﾀ ｴﾂｺ ｲﾉｳｴ　ｲｸｺ ｽﾐ　ｲﾂｺ

古澤 光廣 小西 俊二 木村 博 棚田 眞夫 梶田 由美子 大畑 曰香 井上 郁子 角 伊津子
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 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 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｱｵﾉ

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90

ﾔｽｶﾜ ﾋﾛｱｷ ｲﾄｳ　ﾃﾂﾋｺ ﾊﾆｵｶ　ｺｳｲﾁ ﾆｼﾀﾞ　ｽｽﾑ ﾏｴｻｷ　ﾋﾃﾞｺ ｷﾑﾗ　ﾕｳｺ ﾀﾊﾀ ﾌｼﾞｴ ﾔﾏﾓﾄ　ｱｷｺ

安川 寛昭 伊藤 哲彦 埴岡 孝一 西田 進 前嵜 英子 木村 裕子 田畑 二四恵 山本 明子
京都大原PC ｼｰﾄﾞ･ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｼｰﾄﾞ･岡山空港 武庫ﾉ台 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89

ﾖｼﾀﾆ　ﾋﾛﾕｷ ｵｷ　ｶｽﾞﾄ ｱｻﾀﾞ　ﾂﾖｼ ﾎﾘｲ ｺｳｲﾁ ｶﾜﾑﾗ　ﾐｶｺ ｵｵｲ　ｷｮｳｺ ｶﾐﾀﾞ ｹｲｺ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾐﾖｺ

吉谷 博之 沖 和人 朝田 剛司 堀居 耕一 川村 三夏子 大井 鏡子 上田 敬子 小林 美代子
ｼｰﾄﾞ･ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｱｵﾉ ｱｵﾉ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 岡山空港GC ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ﾅｶﾞｲ　ﾌﾐｵ ﾋﾛｾ　ﾏｻﾕｷ ｷﾀｸﾞﾁ　ﾐﾂﾙ ﾏﾂｼﾏ　ﾋﾄｼ ｲｸﾀ　ﾐｷ ｶﾜﾀ ｹｲｺ ﾊﾏ　ﾕｳｺ ﾅｶﾉ ｷﾐﾖ

永井 文雄 弘瀬 政幸 北口 満 松島 一十四 生田 美紀 河田 圭子 浜 裕子 中野 公代
ｼｰﾄﾞ･よみうりｳｴｽﾄ ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 岡山空港GC ｼｰﾄﾞ･よみうりｳｴｽﾄ 岡山空港GC

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86

ｸﾛﾀﾞ　ｽｽﾑ ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｻﾊﾙ ｲｹﾀﾞ ﾏｻｱｷ ﾀｶｾ　ｶｽﾞﾋﾛ ｸﾎﾞ　ﾏﾐ ﾆｲ　ﾄｼｴ ｸﾛﾀﾞ　ﾏﾁｺ ｻｴｷ　ﾁｶ

黒田 進 小田桐 正治 池田 正明 髙瀬 和弘 久保 まみ 新居 淑惠 黒田 真智子 佐伯 千佳
よみうりｳｴｽﾄ 京都大原PC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ｱｵﾉ

参加人数：女子シニア４３人・ミッドシニア１１０人 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84

ﾔﾊﾀ　ﾐﾁﾖ ｷﾂｶﾜ　ﾐｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾔｺ ｲｽﾞﾐﾀﾆ　ﾌｼﾞﾐ

八幡 三千代 橘川 美紀 渡部 美弥子 泉谷 富士美
ｱｵﾉ ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ

２日目組合せ及びスタート表
開催コース：青野運動公苑アオノゴルフコース 2018年9月27日(木)

OUT IN

組 組

平成30年度全日本女子シニア・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

1 7:12 1 7:12

2 7:20 2 7:20

3 7:28 3 7:28

4 7:36 4 7:36

7 8:00 7 8:00

調　　整　　時　　間

5 7:44 5 7:44

6 7:52 6 7:52

―

9 8:24 9 8:24 ―

調　　整　　時　　間

8 8:16 8 8:16 ―

11 8:40 11 8:40

10 8:32 10 8:32

13 8:56 13 8:56

12 8:48 12 8:48

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

15 9:20 15 9:20

14 9:04 14 9:04

17 9:36 17 9:36

16 9:28 16 9:28

20 10:00

19 9:52 19 9:52

18 9:44 18 9:44


