
.

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

小嶺 集史 坂本 達也 西川 和之 宮﨑 洋 安積 義龍 加藤 時彦 平松 隆 吉岡 直

西神戸 瀬板の森北九州 よみうりｳｴｽﾄ ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ ﾏｽﾀｰｽﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 西神戸 六甲国際

上瀬戸 圭 川見 健一 新川 正悟 平田 雅也 石川 伸 大関 憲二 小林 敬 山本 栄治

ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京阪 大阪 北神戸 滋賀甲南 ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

川口 圭典 河本 永二 堀谷 康平 村田 典彦 岸上 昭洋 喜田 幸治 中川 裕一 西海 元彦

瀬板の森北九州 大阪 滋賀甲南 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 六甲国際 西神戸 京阪 よみうりｳｴｽﾄ

井上 高明 染谷 啓 髙松 宏行 山田 育平 荒井 将栄 岡 藤太郎 木村 良久 権藤 武

よみうりｳｴｽﾄ 武庫ﾉ台 ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 京阪 瀬板の森北九州

朝田 忍 堤 敬臣 角 徳文 村山 嘉彦 飯田 泰光 一色 正太郎 柳生 和男 山田 秀和

ｱｵﾉ 北神戸 水島 瀬板の森北九州 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 滋賀甲南 大阪 ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ

8:07 8:07

北村 久人 竹尾 吉主 寺内 賢治 松迫 卓也 坂倉 重信 花岡 秀明 林 明 山城 隆男

よみうりｳｴｽﾄ 西神戸 ﾜｰﾙﾄﾞ 六甲国際 大阪 丸亀 ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ

秋山 友陽 髙原 拓也 津村 英明 間庭 一樹 河本 正比呂 西原 竜碩 水田 裕康 渡辺 善康

瀬板の森北九州 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 滋賀甲南 京阪 六甲国際 奈良柳生 武庫ﾉ台 太子

阿部 富男 白髭 慎一 中村 光浩 村上 誠 岩本 進利 寺西 俊人 中村 真希 西岡 健二

大阪 北神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 奈良柳生 八女上陽 北神戸 ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ ﾜｰﾙﾄﾞ

小倉 信行 河崎 大樹 福留 洋一 三田 剛 戸田 秀一 中辻 幸三 山下 恭平 吉本 唯以

よみうりｳｴｽﾄ ﾏｽﾀｰｽﾞ 瀬板の森北九州 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 滋賀甲南 大阪 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 太子

岡本 忠司 崎田 聖士 東本 雅至 向井 敦司 芝田 康司 神 誠行 徳山 東吉 橋本 浩二

ROSE 京阪 奈良柳生 ﾜｰﾙﾄﾞ よみうりｳｴｽﾄ 京都大原 八女上陽 湯村

8:52 8:52

大西 勝也 片島 将義 前川 努 柳田 秀樹 石原 一樹 世良田 絋平 袖長 欣也 山口 修市

ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 京阪 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ 西神戸 滋賀甲南

澤田 邦夫 西野 孝明 藤本 房由 吉本 千一 和泉 大輔 辻 信行 平田 昌一 三井 吉奎

琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ ﾜｰﾙﾄﾞ 京都大原 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 高松 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 丸亀 よみうりｳｴｽﾄ

阿曽 一弘 福本 徹 森田 文彦 山下 孝廣 上田 博和 河合 隆太 谷内 祥吾 深田 一将

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｼｰﾄﾞ･北神戸 岡山空港 京阪 西神戸 大阪 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 高松

井本 重貴 西河 誠 真部 幸一郎 森島 信行 浅田 充宏 辻田 晴也 中井 克佳 森本 与公

ﾜｰﾙﾄﾞ 水島 高松 よみうりｳｴｽﾄ ﾜｰﾙﾄﾞ 六甲国際 ｼｰﾄﾞ･高松 京阪

田中 陽介 中村 一博 森野 勝義 吉元 勇二 榧木 賀隆 川越 正誉 立田 直行 前川 瑞輝

西神戸 高松 ｼｰﾄﾞ･岡山空港 武庫ﾉ台 奈良柳生 よみうりｳｴｽﾄ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ﾏｽﾀｰｽﾞ

9:37 9:37

髙木 規方 豊島 康司 廣瀬 恵一 渡邊 慎弥 岩田 光徳 木下 直人 竹中 敬和 前谷 貴之

よみうりｳｴｽﾄ 奥津 ROSE 六甲国際 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ 岡山空港 滋賀甲南 水島

池田 英樹 臼井 圭介 徳田 敏行 森 和久 岡本 英樹 福本 哲 前田 賢祐 南 正樹

滋賀甲南 高松 京都大原 花回廊 湯村 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 西神戸 ROSE

今村 健二 菅 計人 松田 泰寛 吉長 優 井口 慎太郎 黒川 昌祐 橋本 宜訓 深川 昭人

ﾏｽﾀｰｽﾞ 丸亀 水島 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 岡山空港 高松 京阪 よみうりｳｴｽﾄ

有吉 孝文 金乙 雅美 西出 嘉孝 渡邊 将人 井上 康次 植月 雅裕 成房 昌二 福井 健二

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 岡山空港 滋賀甲南 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうりｳｴｽﾄ 奥津 丸亀 武庫ﾉ台

井上 薫 岡本 匡史 小谷 修一郎 田中 秀典 大本 豊 川上 浩司 高松 謙太郎 中谷 治樹

ﾜｰﾙﾄﾞ 花回廊 米子 八女上陽 水島 滋賀甲南 岡山空港 北神戸

秋山 瑞樹 小田原 敏弘 安田 強 安原 正夫 阿部 悟 小林 茂美 矢野 裕之

丸亀 ROSE 高松 京都大原 高松 奥津 ﾜｰﾙﾄﾞ

参加人数：167人

第１日目組合せ・スタート時間表
開催コース：よみうりゴルフウエストコース 2019年7月24日(水)

OUT IN

組 組

1 7:30 1 7:30

2 7:37 2 7:37

3 7:45 3 7:45

4 7:52 4 7:52

調　　整　　時　　間

6 8:15 6 8:15

5 8:00 5 8:00

調　　整　　時　　間

7 8:22 7 8:22

8 8:30 8 8:30

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

11 9:00 11 9:00

9 8:37 9 8:37

10 8:45 10 8:45

12 9:07 12 9:07

13 9:15 13 9:15

14 9:22 14 9:22

15 9:30 15 9:30

18 10:00

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

16 9:45 16 9:45

2019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

21 10:22 21 10:22 -

19 10:07 19 10:07

20 10:15 20 10:15

17 9:52 17 9:52

18 10:00


