
.

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

母里 善則 片岡 司郎 武田 俊範 安田 強 勝田 和宏 吉田 眞一 谷岡 俊昭 渡辺 英毅
花回廊 奥津 岡山空港GC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 水島 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 岡山空港GC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

増田 忠司 宗藤 忠 常峰 正義 岡本 正彦 久保田 剛司 時本 好夫 日野 美好 吉玉 宏彦
高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 水島 西神戸 岡山空港GC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 花回廊 岡山空港GC 西神戸

井戸 繁明 阿部 悟 政安 久夫 藤丸 稔 小林 茂美 水島 浩 仲井 稔 田村 啓二
花回廊 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 岡山空港GC ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 奥津 岡山空港GC ｱｵﾉ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

笠原 清美 木下 修司 藤原 昭司 上西 憲二 佐藤 友宣 大道 茂則 中村 光浩 国方 敬二
水島 湯村 奥津 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 岡山空港GC ｱｵﾉ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

川染 初夫 岩本 和眞 阿部 義弘 福永 健治 三垣 保 王新 忠広 高橋 徹 角囿 英信
高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 武庫ﾉ台 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ｱｵﾉ 花回廊 奥津 西神戸 よみうりｳｴｽﾄ

加藤 優 藤本 貴久 長谷川 清延 前中 幹夫 小林 信吾 山崎 靖志 沖 和人 内藤 宣人
奥津 ｱｵﾉ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱｵﾉ 西神戸 ｱｵﾉ 京都大原

本間 忠 瀬川 忠弘 山本 栄治 楠本 正志 北川 満弘 吉田 隆司 黒田 勇 洗井 良夫
姫路ｼｰｻｲﾄﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 北神戸

7:55 7:55

合原カズヒロ 江西 博文 桝井 昭二 相馬 光信 澤田 光康 高宏 茂 平野 浩司 岩崎 哲世
ｱｵﾉ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうりｳｴｽﾄ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 米子 武庫ﾉ台 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 よみうりｳｴｽﾄ

黒田 信人 高木 仁司 野口 敏一 高井 昭彦 清 順一 小塩 和義 出野 雅士 青田 光宏
西神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱｵﾉ 西神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱｵﾉ

坪田 信幸 松本 嗣之 秋月 甲次 斎藤 哲治 山本 秀樹 安原 基文 森田 稔 吉谷 博之
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 武庫ﾉ台 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

清水 泰貴 平田 弘樹 角田 弘 森 重敬 原 貞雄 長山 正 金谷 一興 小林 英喜
西神戸 北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｱｵﾉ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 奈良柳生 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸

三井 吉奎 阿部 富男 南 正行 麻野 勝彦 蔵根 武光 園 耕一郎 園田 春利 高橋 幸喜
武庫ﾉ台 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奈良柳生 北神戸 西神戸 武庫ﾉ台 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸

赤井 明弘 三原 清男 安原 正夫 森澤 二朗 堤 敬臣 小野 貴大 佐藤 邦彰
大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京都大原 湯村 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ 京都大原

8:44 8:44

渡辺 悟志 木場 末男 西本 豊 中山 義博 大山 一平 藤本 房由 平山 喜代次 梶本 哲雄
よみうりｳｴｽﾄ 北神戸 京阪 京都大原 奈良柳生 京都大原 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

池上 典也 羽生 圭志 三島 仁 人見 智裕 伊東 一明 西 隆弘 越間 睦夫 中川 澄夫
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 京都大原 北神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京阪 京都大原

水口 淳司 宮口 和典 幡山 正道 三野 善良 西川 孝之 森田 雅直 坂根 正己 小山 秀男
京都大原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京都大原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ よみうりｳｴｽﾄ 奈良柳生

田中 富雄 藤原 仁嗣 高磯 佳安 山本 誠二 国司 美香 伊藤 清美 森定 和子 岩本 直子
北神戸 京阪 奈良柳生 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 岡山空港ＧＣ 花回廊 京阪
野々宮太巳
夫

有村 吉久 西田 進 木村 隆一 寺村 みどり 西田 裕弥 増田 千草 山田 久子
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 奈良柳生 京阪 京都大原 北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 西神戸 岡山空港ＧＣ

市居 智 森 判治 杉原 吉彦 結城 國彦 石橋 三和 江崎 千晶 黒原 ヒロコ 清瀬 亜紀
京阪 よみうりｳｴｽﾄ 京都大原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 岡山空港ＧＣ 京阪

9:33 9:33

喜多 晴彦 小島 康弘 本田 正人 山本 守 谷口 志麻 岡田 弥生 吉田 麻里子 山田 真美
ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原 京阪 岡山空港ＧＣ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京阪 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

吉川 宏 前田 朝治 江村 博次 藤木 康孝 鷹野 美紀 金 京兒 三戸 高子 松下 夏子
ｼｰﾄﾞ･米子 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 佐賀ｸﾗｼｯｸ よみうりｳｴｽﾄ ｼｰﾄﾞ･滋賀甲南 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西神戸 京阪

近澤 修 山森 徹也 井上 正彦 江藤 新作 田尻 智佳 南里 美佐子 原田 雅子 村山 ルミ
ｼｰﾄﾞ･西神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ よみうりｳｴｽﾄ 守礼 ｼｰﾄﾞ･京阪 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

志村 和彦 澤田 邦夫 濱中 学 知念 義宗 西田 香 廣藤 友子 中野 有佳梨 瀬戸 貴世
ｼｰﾄﾞ･武庫ﾉ台 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 守礼 ｼｰﾄﾞ･大阪 京阪 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

辻田 昭吾 宮城 教光 中村 律郎 吉田 朝太郎 服部 香保里 山田 麗風 幸塚 由紀 根来 登志子
佐賀ｸﾗｼｯｸ 守礼 奈良柳生 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 京阪

山崎 吾朗 西岡 文隆 山本 守 野原 稔
米子 佐賀ｸﾗｼｯｸ 京都大原 守礼

参加人数：195人

25 10:15 10:15 調　　整　　時　　間

23 10:01 23 10:01

24 10:08 24 10:08

21 9:47 21 9:47

22 9:54 22 9:54

調　　整　　時　　間

20 9:40 20 9:40

19 9:26 19 9:26

調　　整　　時　　間

17 9:12 17 9:12

18 9:19 18 9:19

15 8:58 15 8:58

16 9:05 16 9:05

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

14 8:51 14 8:51

13 8:37 - 13 8:37

11 8:23 11 8:23

12 8:30 12 8:30

9 8:09 9 8:09

10 8:16 10 8:16

6 7:41 6 7:41

調　　整　　時　　間

8 8:02 8 8:02

7 7:48 7 7:48

調　　整　　時　　間

4 7:27 4 7:27

5 7:34 5 7:34

2 7:13 2 7:13

3 7:20 3 7:20

全日本シニア・女子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：岡山空港ゴルフコース 2019年5月16日(木)

OUT IN

組 組

1 7:06 1 7:06


