
.

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 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 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84

ｺｽｷﾞ　ﾋｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ　ｶｽﾞﾋﾛ ｶﾜﾉ　ﾕｳﾔ ｶﾜｺﾞｴ　ﾏｻﾀｶ ﾀﾏｵｶ　ｺｳｷ ｶｸｲ　ｶｽﾞﾖﾘ ﾔﾏｼﾀ　ｷｮｳﾍｲ ｻｻｷ　ﾀﾞｲ

小杉 飛翔 中村 一博 河野 祐弥 川越 正誉 玉岡 孝基 角井 和頼 山下 恭平 佐々木 大
ﾏｽﾀｰｽﾞ 高松 花回廊 よみうり 京阪 よみうり ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

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 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ﾀｶﾀ　ｹｲｲﾁﾛｳ ｳｴﾑﾗ　ｺｳﾍｲ ﾏｴﾀﾞ　ｱｻｼﾞ ｻｶﾈ　ﾀﾀﾞﾐ ｵｶﾀﾞ　ﾄｼｵ ﾀｶﾀﾞ　ﾃｯﾀ ﾀﾅｶ　ﾔｽﾐﾂ ﾎｿｶﾜ　ﾀﾂﾔ

髙田 圭一郎 植村 康平 前田 朝治 坂根 正己 岡田 敏雄 高田 哲汰 田中 康光 細川 達矢
奥津 滋賀甲南 奈良柳生 よみうり 滋賀甲南 北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 水島

1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84 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 86

ｵｶｻﾞｷ　ﾀﾞｲｽｹ ﾖｼｵｶ　ﾀﾀﾞｼ ﾄﾏﾘｸﾞﾁ　ﾏｻﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ　ｱﾂﾋﾛ ｷﾀﾞ　ﾄｵﾙ ﾀｹﾅｶ　ﾖｼｶｽﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾐｽﾞﾊﾀ　ｲﾁﾛｳ

岡崎 大高 吉岡 直 泊口 雅弘 中村 充宏 喜田 徹 竹中 敬和 藤本 淳一 水畑 伊知郎
滋賀甲南 六甲国際 守礼 ﾜｰﾙﾄﾞ 武庫ﾉ台 滋賀甲南 ｱｵﾉ 六甲国際

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 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86

ﾀｶﾓﾄ　ﾀﾞｲｼ ﾔﾏﾓﾄ　ﾌﾞﾝﾀ ﾓﾘ　ｶｽﾞﾋｻ ｵｸﾞﾗ　ｺｳｼ ﾋﾛｾ　ﾂﾊﾞｻ ﾆｼ　ﾔｽｱｷ ｷﾀｳﾗ　ｶﾂﾔ ｳﾏｶﾜ　ﾀｸﾔ

髙本 大士 山本 紋大 森 和久 小倉 康史 廣瀬 翼 西 靖晃 北浦 克也 馬川 卓弥
よみうり 大阪ﾊﾟﾌﾞ 花回廊 ﾏｽﾀｰｽﾞ 北神戸 ｱｵﾉ 滋賀甲南 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

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 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86

ﾏﾂｵ　ｼｭｳｼ ｶﾜｻｷ　ｼｮｳｺﾞ ﾃﾗﾆｼ　ﾄｼﾋﾄ ｱｶﾏﾂ　ｾｲｼﾝ ｳｽｲ　ｹｲｽｹ ﾐﾌﾈ　ﾕｳﾀﾞｲ ｱｶｲ　ｱｷﾋﾛ ｷﾑﾗ　ﾃﾂﾔ

松尾 修史 川崎 奨悟 寺西 俊人 赤松 成眞 臼井 圭介 御舩 遊大 赤井 明弘 木村 哲也
奥津 高松 北神戸 大阪ﾊﾟﾌﾞ 高松 奥津 北神戸 よみうり

7:37 7:37

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 86 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ﾐﾔﾀﾆ　ﾖｼﾋﾛ ﾏﾙｲ　ﾘﾂｷ ﾀﾅｶ　ﾖｳｽｹ ﾐｳﾗ　ﾀﾞｲｷ ｵｶﾓﾄ　ﾔｽﾉﾌﾞ ｶﾐｾﾄ　ｹｲ ﾖｼﾀﾞ　ｹｲｽｹ ｼﾐｽﾞ　ﾕｳｽｹ

宮谷 佳宏 丸井 律輝 田中 陽介 三浦 大樹 岡本 康伸 上瀬戸 圭 吉田 圭祐 清水 裕介
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 京都大原 北神戸 ﾏｽﾀｰｽﾞ 北神戸 滋賀甲南

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 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ｽｴﾊﾗ　ﾀｹｼ ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾅｵｷ ｶﾄｳ　ﾄｷﾋｺ ｸｽﾀﾞ　ﾄﾉ ｲｲﾀﾞ　ﾘｮｳ ｸﾎﾞﾀ　ﾔｽｵ ﾏﾂｳﾗ　ﾀｹｼ ｻｷﾀ　ｷﾖｼ

末原 健 藤原 直輝 加藤 時彦 楠田 常乃 飯田 稜 久保田 泰生 松浦 武士 崎田 聖士
北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｱｵﾉ 京都大原 ﾜｰﾙﾄﾞ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 京阪

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 82 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88

ｲﾉｳｴ　ｶｵﾙ ﾔﾅｷﾞﾀ　ﾋﾃﾞｷ ｼﾝｶﾜ　ﾏｻﾉﾘ ﾐﾅﾐｶﾜ　ﾌﾐｵ ｵｶﾓﾄ　ﾀﾀﾞｼ ｾｷﾃﾞﾗ　ﾋﾛｵ ｾﾝﾎﾞ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ ｵｶﾞﾜ　ｹｲｲﾁ

井上 薫 柳田 秀樹 新川 正悟 南川 史雄 岡本 忠司 関寺 浩雄 泉保 秀和 小川 恵一
ﾜｰﾙﾄﾞ 北神戸 京阪 奈良柳生 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 高松 ﾜｰﾙﾄﾞ

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 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88

ﾄｸﾅｶﾞ　ﾕｳﾘ ﾔﾏｸﾞﾁ　ｾｲﾄ ﾌｸｲ　ｼﾝﾔ ｲｲﾀﾞ　ｹﾝｻｸ ｱｹｻｶ　ｿｳｼ ｲｼｶﾞｷ　ﾋｶﾙ ﾊﾞｺｼ　ﾔｽﾉﾘ ﾐﾔﾀｹ　ﾏｻﾐ

徳永 勇利 山口 聖斗 福井 慎也 飯田 健作 明坂 颯之 石垣 光琉 馬越 康憲 宮武 正實
六甲国際 西神戸 北神戸 岡山空港 高松 高松 北神戸 高松

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 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89

ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾀｶﾋｻ ｲｼﾏｷ　ﾀｶﾗ ｳﾁﾀﾞ　ﾋﾛﾕｷ ﾋｶﾞｼﾐﾁ　ｶｽﾞﾋﾄ ｸﾘﾀ　ｺｳｽｹ ｸﾛﾐ　ﾕｳﾀ ｻｶｲ　ﾏｻﾙ ｼﾝﾄﾞｳ　ﾀｲｶﾞ

藤本 貴久 石巻 貴羅 内田 寛之 東道 和仁 栗田 晃佑 黒見 勇太 酒井 勝 進藤 太雅
ﾏｽﾀｰｽﾞ 琵琶湖ﾚｰｸ 丸亀 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 米子 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 北神戸

8:22 8:22

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90

ｷﾑﾗ　ｹｲｺﾞ ｼﾐｽﾞ　ﾔｽﾀｶ ﾏﾂｳﾗ　ｺﾞﾛｳ ﾌｸﾓﾄ　ｻﾄﾙ ｵｵﾔﾏ　ﾏｻﾅｵ ﾊﾀｹﾔﾏ　ｼﾝｲﾁ ﾆｼｳﾗ　ﾘﾝﾀﾛｳ ﾊｯﾄﾘ　ﾔｽﾀｶ

木村 圭吾 清水 泰貴 松浦 吾郎 福本 哲 大山 政直 畠山 真一 西浦 凛汰朗 服部 恭尚
大阪ﾊﾟﾌﾞ 西神戸 武庫ﾉ台 琵琶湖ﾚｰｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 湯村 北神戸

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 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

ｺﾞﾄｳ　ｲﾂｷ ｶﾄｳ　ﾘｭｳﾀ ﾆｼｵｶ　ｹﾝｼﾞ ﾓﾘｶﾐ　ﾖｳｽｹ ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳｺﾞ ﾂﾈﾀﾞ　ｼｭｳｼﾞ ｾﾀｷ　ﾏｻｼ ﾀｷﾉ　ﾌﾐﾊﾙ

後藤 樹生 加登 隆太 西岡 健二 森上 耀介 中村 有吾 常田 修司 瀬滝 雅 瀧野 文晴
ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾜｰﾙﾄﾞ 水島 大阪ﾊﾟﾌﾞ ﾜｰﾙﾄﾞ 六甲国際 ﾏｽﾀｰｽﾞ

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 80 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91

ｺﾔﾌﾞ　ｾｲﾄ ﾌｼﾞﾔﾏ　ｶｲｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻﾄｼ ﾑﾗﾔﾏ　ﾖｼﾋｺ ｲﾅｶﾞｷ　ｴｲｽｹ ｱﾍﾞ　ｻﾄﾙ ｳﾁﾀﾞ　ｹｲｼﾞ ﾆﾅｶﾞﾜ　ﾕｳｷ

小薮 誠人 藤山 開晟 渡辺 悟志 村山 嘉彦 稲垣 英介 阿部 悟 内田 佳二 蜷川 裕規
京阪 北神戸 よみうり 瀬板の森 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 高松 丸亀 ﾜｰﾙﾄﾞ

1日目ｽｺｱ 78 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 91 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 93

ﾅﾝﾊﾞ　ｼｮｳ ﾏﾂｲ　ﾀｶﾄｷ ｼﾗｶｼ　ｺｳｼﾛｳ ｾｲﾅ　ｲｷ ﾌｼﾞｲ　ｹﾝﾔ ﾓﾘｻﾞｷ　ﾖｼﾋﾄ ﾀﾑﾗ　ﾀｶﾉﾘ ﾅｶﾑﾗ　ｼﾝｲﾁﾛｳ

難波 翔 松井 貴鋭 白樫 甲志朗 勢井 乃樹 藤井 賢哉 森崎 善人 田村 隆典 中村 信一郎
北神戸 京阪 京阪 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 奈良柳生 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 京阪 よみうり

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 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93

ｵｶﾞﾜ　ﾘｭｳｶﾞ ﾂﾑﾗ　ﾋﾃﾞｱｷ ﾐﾀ　ﾀｶｼｹﾞ ﾖｼｶﾜ　ﾐﾁﾋｺ ﾆｼﾉ　ﾀｶｱｷ ｽｷﾞﾊﾗ　ｱｷ ｵｵﾆｼ　ｼｮｳｶ ｵｵﾆｼ　ｱｷﾄｼ

小川 龍雅 津村 英明 三田 貴樹 吉川 通彦 西野 孝明 杉原 亜規 大西 翔駈 大西 朗稔
丸亀 六甲国際 京阪 京阪 ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞ

9:07 9:07

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 95 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 95

ﾖｺﾔﾏ　ｼｮｳｺﾞ ﾊﾅｻﾞｷ　ﾀﾞｲ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾋﾛｷ ｷﾀ　ﾕｷﾊﾙ ｲﾘｸﾗ　ｱｷｵ ﾄﾀﾞ　ｼｭｳｲﾁ ｳｴﾂｷ　ﾏｻﾋﾛ ﾐﾌﾈ　ﾀﾀﾞｼ

横山 翔伍 花崎 大 藤本 博樹 喜田 幸治 入倉 聡雄 戸田 秀一 植月 雅裕 三舩 忠
ｼｰﾄﾞ:ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ よみうり 北神戸 丸亀 滋賀甲南 奥津 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ

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 77 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 96

ﾅｶﾀﾆ　ﾀﾂｷ ｶﾈｵｶ　ｹｲｺﾞ ｳﾘｭｳ　ﾋﾛﾑ ﾏﾂｳﾗ　ﾕｳｻｲ ｷﾖﾄﾞﾒ　ｶｽﾞﾄ ﾋﾞｴﾘｯｸ　ｲｳﾞｧﾝ ﾆｼｶﾜ　ﾏｺﾄ

中谷 樹 金岡 奎吾 瓜生 大夢 松浦 佑斎 清留 和登 BIELIK IVAN 西河 誠
丸亀 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 六甲国際 岡山空港 ﾏｽﾀｰｽﾞ 高松 水島

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 77 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 97

ﾋｶﾞｼﾉ　ｼｭｳﾏ ｵｶ　ｶｽﾞｷ ﾀｶﾀﾞ　ﾋﾛｼ ﾏｴﾀﾞ　ｼｭｳｻｸ ﾓﾘﾔ　ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾉｼﾗ　ﾕﾂﾞｷ ﾖｺﾀ　ｹﾝｲﾁ

東野 秀馬 岡 和輝 高田 弘司 前田 修作 森谷 英徳 野白 夕月 横田 健一
大阪ﾊﾟﾌﾞ 奥津 ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 米子 武庫ﾉ台

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 105 1日目ｽｺｱ 109 1日目ｽｺｱ 110

ｵｵｼﾏ　ﾐﾅﾄ ﾖｼﾀﾞ　ﾀｸﾐ ｳｷﾀ　ﾂﾊﾞｻ ﾅｶｻﾞﾜ　ﾀﾞｲｷ ｱﾍﾞ　ﾀｸﾐ ｶﾜﾁ　ﾋﾛｼ ﾅｶﾞﾄ　ﾀｹｼ

大嶋 港 吉田 拓海 宇喜多 飛翔 中澤 大樹 安部 巧 川内 浩 長戸 武士
水島 京阪 岡山空港 六甲国際 京都大原 京都大原 奥津

1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75

ｸﾏ　ﾕｷﾔ ﾄﾖｻﾄ　ﾕｳｼ ｷｸﾁ　ﾕｳﾄ ﾀｶﾊｼ　ｶｲﾘ

熊 由樹也 豊里 裕士 菊地 悠斗 高橋 海理
よみうり 守礼 京阪 奥津

参加人数：153人

２日目ペアリング
開催コース：北神戸ゴルフ場 2019年5月29日(水)

OUT IN

組 組

西日本アマチュアゴルファーズ選手権

1 7:00 1 7:00

2 7:07 2 7:07

3 7:15 3 7:15

4 7:22 4 7:22

調　　整　　時　　間

6 7:45 6 7:45

5 7:30 5 7:30

調　　整　　時　　間

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

18 9:30 18 9:30 -

17 9:22 17 9:22 -

20 9:45

19 9:37 19 9:37 -


