
.

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

ｻｻｷ ﾐﾂｱｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｼ ｷﾑﾗ ﾖｼｱｷ ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ﾆｼﾀﾞ ﾖｼﾛｳ ﾅｶﾞﾄﾐ ｺｳｼｭ ﾅｶﾓﾄ ﾄｼﾐﾂ ﾑﾗｵ ｹﾝｲﾁ

佐々木 光昭 丸山 武志 木村 義昭 高橋 幸喜 西田 好郎 長富 公守 中本 寿満 村尾 憲一
京都大原 ｱｵﾉ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうり 高松 大阪

ｲｹﾀﾞ ﾏｻｱｷ ｲｼｲ ﾄﾓﾉﾌﾞ ｵｻﾞｷ ﾉﾘｵ ﾊﾔｼ ﾂﾙｻﾜ ﾏｻｷ　ｶｵﾙ ｱﾂﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｲｼｽﾞﾐ ﾀｹｼ ｵｸﾞﾏ ﾖｼﾛｳ

池田 正明 石井 知信 尾崎 規夫 林 鶴澤 正木 薫 厚見 信一郎 石角 健 小熊 賢郎
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原 武庫ﾉ台 湯村 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島 北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原

ﾐﾔﾀｹ ﾏｻﾐ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ ﾌｼﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ｸﾁﾓﾄ ﾀｸｲﾁ ﾊﾗﾀﾞ ｾｲｲﾁ ﾘ ｶｼﾞｭﾝ ﾀﾑﾗ ｷｸｵ ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｼﾞ

宮武 正實 藤原 博 藤島 一廣 口元 卓一 原田 生一 李 家順 田村 喜久男 山本 誠二
高松 奥津 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 京都大原 ｱｵﾉ 姫路 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ﾏﾂｷ ﾏｽﾐ ｻｻｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ ｷﾀｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ ｲｸﾞﾁ ﾀｹｼ ｲﾜｾ ﾀｸﾐ ﾀｶﾋﾛ ｼｹﾞﾙ

福田 良平 松木 益実 笹川 康博 北口 満 井口 健 岩瀬 巧 高宏 茂
高松 京都大原 よみうり よみうり ｱｵﾉ 水島 武庫ﾉ台

ｵﾊﾗ ｶﾂﾐ ﾓﾘﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ ﾅｶｲ ﾓﾄｵ ﾌｸｼﾏ ｾｲｷﾁ

尾原 克巳 森本 保宏 中井 基雄 福島 清吉
京都大原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 太子 西神戸

ﾋﾛﾉ ｸﾆｱｷ ｻｻｷ ﾋﾛﾐ ﾌｼﾞｲｼ ﾏｻﾄ ﾅｶﾌｼﾞ ｻﾄｼ

廣野 邦昭 佐々木 博美 藤石 正人 中藤 敏
大阪 高松 新大阪 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ ｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ ﾐｷ ｹﾝｼﾞ ｲﾁｲ ｻﾄﾙ ｲｹﾓﾄ　ﾀｸﾐ ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻｵ ｼﾏｻｷ ｶﾂﾉﾘ ﾑｸﾞﾙﾏ ｹｲｿﾞｳ

岩本 和眞 佐藤 勝之 三木 建二 市居 智 池本 巧 棚田 眞夫 嶋﨑 克範 六車 啓三
武庫ﾉ台 西神戸 高松 新大阪 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島 京都大原 大阪 高松

ﾖｼﾀﾞ ﾑﾈﾊﾙ ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ ｵｶｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ ｻｻｷ ｼﾛｳ ﾓﾘｼﾀ ｽｽﾑ ｲﾄｳ ｾｲﾐﾂ ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

吉田 宗治 杉山 雅則 岡崎 謙二 佐々木 志朗 森下 進 伊藤 生光 山田 和彦
京都大原 よみうり ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸 大阪 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原

ｲﾄﾞ ｼｹﾞｱｷ ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾙ ｵｵﾔ ﾏｻｵ ｼﾊﾞﾊﾗ ｼｭｳｲﾁ ﾀｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ ﾋﾛｾ ﾏｻﾕｷ ﾏｴﾀﾞ ｶﾂﾐ ｶﾜﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

井戸 繁明 松浦 勝 大矢 雅雄 柴原 修一 髙山 耕一 弘瀬 政幸 前田 勝己 河原 秀明
花回廊 高松 京都大原 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 岡山空港 ｱｵﾉ 武庫ﾉ台 太子

ﾔﾏｻｷ ﾕﾀｶ ﾊﾆｵｶ ｺｳｲﾁ ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ ﾏﾂｼﾏ ﾋﾄｼ

山﨑 豊 埴岡 孝一 木村 博 松島 一十四
八女上陽 ｱｵﾉ 大阪 よみうり

ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞｱｷ ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾉﾙ ﾅｶﾞｲ ﾌﾐｵ ｵｵﾓﾘ ﾊﾙﾋｺ ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｵ ｻｸﾗｲ ﾏｻﾙ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷｵ ｶﾜﾁ ﾐﾕｷ

清水 信明 山村 実 永井 文雄 大森 治彦 野村 和夫 櫻井 賢 宮澤 幸男 河内 幸
北神戸 京都大原 よみうり 岡山空港 新大阪 京都大原 ｱｵﾉ 高松

ﾅｶｵｶ ﾏｻﾐ ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾂｸﾞ ｸﾛｻｶ ﾋﾛｶｽﾞ ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｼﾞ

中岡 昌美 奥村 善嗣 黒坂 博一 藤原 昭司
高松 新大阪 北神戸 奥津

ｶﾜｳﾁ ｼﾛｳ ｵｵﾀ ﾀｸｲﾁ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾂｵ ｺｶﾞ ﾌﾐﾖｼ ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙｱｷ ｵｶ ﾄｳﾀﾛｳ ｶﾈﾀﾞ ｲｵﾘ ｶｻｲ ﾖｼﾉﾘ

河内 志郎 大田 卓一 中嶋 光男 古賀 文義 山本 照明 岡 藤太郎 金田 伊織 笠井 宜則
ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島 奥津 京都大原 八女上陽 武庫ﾉ台 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原 高松

ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｲﾁ ｸｽﾓﾄ ﾏｻｼ ｽｽﾞｷ ｱｷｵ ｳｴﾂｷ ﾐﾁﾋﾛ

松本 健一 楠本 正志 鈴木 朗夫 植月 充宏
水島 高松 湯村 奥津

ﾖｼﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ ｱｶｼ ｶｽﾞﾋﾄ ｿﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ｳﾆ ｷﾖﾐ ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｺ ｶｼﾞﾀ ﾕﾐｺ ﾘ ｵﾝｽﾝ

吉谷 博之 明石 和人 園 耕一郎 坂元 健次 宇仁 喜代美 寺田 裕子 梶田 由美子 李 應善
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松 武庫ﾉ台 京都大原 よみうり 京都大原 岡山空港 北神戸

ｼﾛﾏ ｻﾀﾞﾂｸﾞ ﾀｶﾞﾊﾗ ｱｷﾀﾀﾞ ﾏｴｶﾞﾜ　ﾋﾛｼ ｶﾀｵｶ ｼﾛｳ ｸﾎﾞ ﾏﾐ ｷﾑﾗ ﾕｳｺ ｲｹｶﾞﾐ ﾐｻｺ ｸｽﾓﾄ ｽｽﾞｺ

城間 貞次 田ヶ原 章忠 前川 博士 片岡 司郎 久保 まみ 木村 裕子 池上 美佐子 楠本 鈴子
よみうり 京都大原 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島 奥津 よみうり 岡山空港 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 高松

ｵｵﾉ ﾄﾖｶｽﾞ ﾔｽﾊﾗ ﾏｻｵ ｲﾉﾊﾗ ｾｲｿﾞｳ ﾅｶﾞｵ ﾂﾖｼ ｵｵﾊﾀ ｴﾂｺ ｵｵﾊﾗ ﾕﾘｺ ｱﾗｲ ﾚｲｺ ｷﾀﾞ ｹｲｺ

大野 豊和 安原 正夫 猪原 征三 長尾 剛 大畑 日香 大原 由利子 新井 礼子 木田 恵子
ｱｵﾉ 京都大原 花回廊 奥津 大阪 太子 よみうり 京都大原

ｷﾂｶﾜ ﾐｷ ｳﾒﾀﾞ ｻﾕﾘ ｶﾜｲ ｿﾉｴ ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐｺ

橘川 美紀 梅田 紗ゆり 川井 園江 田辺 由美子
西日本ｼｰﾄﾞ 京都大原 よみうり ｱｵﾉ

ｲﾄｳ ﾃﾂﾋｺ ﾀｹﾐｶ ｼﾝｼﾞ ﾂｶﾏｴ ﾖｼﾋﾛ ﾓﾘ ﾋﾃﾞｵ

伊藤 哲彦 武甕 眞司 塚前 義廣 森 秀夫
西日本ｼｰﾄﾞ 京都大原 ｱｵﾉ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

ﾀｶｾ ｶｽﾞﾋﾛ ﾔｽﾀﾞ ﾂﾖｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾌｸｲﾁ ﾆｼｶﾜ ｽﾐｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾔｺ ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ ｷﾀ ﾏｻﾐ ｶﾐﾀﾞ ｹｲｺ

髙瀬 和弘 安田 強 山田 福一 西川 純央 渡部 美弥子 西田 裕弥 喜多 雅美 上田 敬子
西日本ｼｰﾄﾞ 高松 京都大原 大阪 西日本ｼｰﾄﾞ 京都大原 よみうり 岡山空港

ﾏｽﾓﾄ ｷﾐｵ ﾅｶﾞﾀｷ ｶﾂﾐ ｶﾉﾏﾀ ﾖｼﾊﾙ ｼﾊﾞﾔﾏ ﾃﾂｵ ｲｸﾀ ﾐｷ ﾄﾐﾀﾞ ｹｲｺ ﾊﾏ ﾕｳｺ ﾔﾏｵｶ ﾐﾁｺ

増元 公男 永滝 勝美 鹿俣 義春 柴山 哲男 生田 美紀 富田 佳子 浜 裕子 山岡 美智子
西日本ｼｰﾄﾞ 奥津 京都大原 北神戸 西日本ｼｰﾄﾞ 高松 北神戸 よみうり

ﾌｼﾞﾓﾄ ｲｻﾑ ｸﾞｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ ﾅｶｲ ﾋｻｶｽﾞ ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ ﾔﾊﾀ ﾐﾁﾖ ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ ﾀﾏｶﾞｷ ｸﾐｺ ﾀﾙｲ ﾌﾐﾖ

藤元 勇 愚川 昌信 中井 久一 森元 正二 八幡 三千代 中村 彰子 玉垣 久美子 樽井 富美代
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうり 西日本ｼｰﾄﾞ よみうり ｱｵﾉ よみうり

ｺﾝｲ ｶｵﾙ ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ ﾀﾅｶ ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾞﾁ ﾋｻｵ ﾀﾅｶ ﾜｶｺ ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺ ｲｽﾞﾐﾀﾆ ﾌｼﾞﾐ ｵｶｻﾞｷ ﾐｻｺ

紺井 薫 高木 宏 田中 正治 田口 久雄 田中 若子 山下 裕子 泉谷 富士美 岡崎 美佐子
大阪 高松 武庫ﾉ台 奥津 京都大原 北神戸 よみうり ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

10:07 10:07

ﾓﾘﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾑﾗｲ ﾖｼｵ ｼﾊﾞﾀ ｱﾂｼ ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝ ｵｵｲ ｷｮｳｺ ﾏﾂｼﾀ ﾅﾂｺ ｸﾘｽ ﾅﾐ ｲﾏｲ ﾀｶﾖ

森谷 英徳 村井 義生 柴田 淳志 松本 賢 大井 鏡子 松下 夏子 栗栖 奈美 今井 隆代
西神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 奥津 高松 よみうり 京都大原 岡山空港 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ ﾕｳｷ ｸﾆﾋｺ ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｵ ﾀｸﾞﾁ　ﾘｮｳﾍｲ ｲﾉｷ ｻﾁｺ ｱﾅﾌﾞｷ ｱﾂｺ ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｺ ﾂｸﾀﾞ ﾋﾛﾐ

山田 浩二 結城 國彦 中島 吉夫 田口 良平 猪木 幸子 穴吹 篤子 山本 和子 佃 宏美
太子 奥津 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島 岡山空港 よみうり 大阪 ｱｵﾉ

ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ ﾆｲﾐ ｲｻｵ ﾐｼﾏﾋﾄｼ ｵｷ ｶｽﾞﾄ ｺｳﾂﾞｶ　ﾕｷ ﾊｯﾀ ﾅﾐ ｻｴｷ ﾁｶ ｷｼﾓﾄ ﾀｶｺ

齋藤 英男 新見 功 三島 仁 沖 和人 幸塚 由紀 八田 奈己 佐伯 千佳 岸本 多佳子
姫路 高松 京都大原 ｱｵﾉ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうり 北神戸 よみうり

ﾏﾙﾓ ﾋﾛｼ ﾀｹﾅｶ ﾖｼﾋﾛ ﾔｷﾞ ｽｴｵ ｵｸﾑﾗ　ﾋﾛﾀｶ ｶﾜﾑﾗ ﾐｶｺ ｲﾄｳ ｷﾖﾐ ﾑｶｲ ｷｮｳｺ ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾊﾙ

丸毛 博 竹中 吉廣 八木 末男 奥村 弘尊 川村 三夏子 伊藤 清美 向井 恭子 山本 千春
湯村 ｱｵﾉ 京都大原 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ徳島 よみうり 岡山空港 よみうり ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

参加人数：女子シニア48人・ミッドシニア138人

24 10:37 23 10:37

22 10:22 21 10:22
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16 9:30 9:30

15 9:15 14 9:15

9:22 調　　整　　時　　間 15

13 9:00 12 9:00

14 9:07 13 9:07

12 8:52 8:52 調　　整　　時　　間

8:37

11 8:45 11 8:45

10 8:30 9 8:30

8:37 調　　整　　時　　間 10

9 8:22 8:22 調　　整　　時　　間

-

8 8:15 8 8:15

6 8:00 6 8:00

7 8:07 7 8:07

4 7:37 - 4

調　　整　　時　　間

7:52 調　　整　　時　　間 5 7:52

7:37

5 7:45 7:45

2 7:22 2 7:22

3 7:30 3 7:30

2019年 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競技 西日本地区決勝
開催コース：京都大原パブリックコース 2019年9月26日(木)

OUT IN

組 組

1 7:15 1 7:15


