
.

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

ｼﾐｽﾞ　ﾉﾌﾞｱｷ ｲｼｲ　ｼﾞﾛｳ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾖｼﾊﾙ ﾁｶｻﾞﾜ　ｵｻﾑ ﾔｽｲ　ﾕﾀｶ ｴﾆｼ　ﾋﾛﾌﾐ ｺﾊﾞﾔｼ　ｺｳｷﾁ

清水 信明 石井二朗 藤本 祥治 近澤 修 安井 豊 江西 博文 小林 幸吉
北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 西神戸 西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原

ﾅｶﾞﾄﾐ　ｺｳｼｭ ｱｵﾀ　ﾐﾂﾋﾛ ﾔﾉ　ﾏｻﾐ ﾅｶﾆｼ　ﾘｮｳｲﾁ ｾﾉｵ　ﾖｼﾀﾛｳ ｷﾖ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾆｲﾐ　ｲｻｵ ｼﾛﾏ　ｻﾀﾞﾂｸﾞ

長富 公守 青田 光宏 矢野 雅己 中西 良一 妹尾 義太郎 清 順一 新見 功 城間 貞次
よみうり ｱｵﾉ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 岡山空港 西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうり

ｼﾊﾞﾔﾏ　ﾃﾂｵ ｻﾄｳ　ｶﾂﾕｷ ｷﾑﾗ　ﾋﾃﾞﾃﾂ ﾏﾙﾓ　ﾋﾛｼ ﾀﾅｶ　ﾄﾐｵ ﾀｶｼﾏ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ ｶｼｵ　ｶｽﾞｷ ｷﾑﾗ　ﾋﾛｼ

柴山哲男 佐藤勝之 木村 英哲 丸毛 博 田中 富雄 高島 秀一 樫尾 一輝 木村 拡史
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 湯村 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京都大原 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島

ｲﾏﾆｼ　ﾄｼﾋｺ ﾊｼﾓﾄ　ｺｳｼﾞ ｸﾞｶﾜ　ﾏｻﾉﾌﾞ ﾐﾉ　ﾌﾐﾊﾙ ﾀｸﾞﾁ　ﾋｻｵ ｲｼｶﾞﾐ　ｼｮｳｿﾞｳ ﾀﾅｶ　ﾔｽﾐﾂ ｽｽﾞｷ　ｱｷｵ

今西 敏彦 橋本 弘二 愚川 昌信 三野 文晴 田口 久雄 石上正三 田中康光 鈴木 朗夫
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 北神戸 京都大原 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 湯村

ｵｷ　ｶｽﾞﾄ ｲﾏﾀﾞ　ｶｽﾞﾏｻ ｸﾛｶﾜ　ﾏｺﾄ ﾌｼﾞﾜﾗ　ｼｮｳｼﾞ ｲｼﾀﾞ　ﾃﾙｵ ﾔﾏﾀﾞ　ｱｷﾗ ﾓﾘﾔｽ　ﾏｺﾄ ｵｵﾉ　ﾄﾖｶｽﾞ

沖 和人 今田 和正 黒川 誠 藤原 昭司 石田 輝夫 山田 章 森安 誠 大野 豊和
ｱｵﾉ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西神戸 奥津 よみうり 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 岡山空港 ｱｵﾉ

ﾔﾏﾑﾗ　ﾐﾉﾙ ｺﾆｼ　ﾖｳｲﾁ ﾏﾂﾀﾞ　ｼｹﾞﾙ ﾊﾗ　ｻﾀﾞｵ ｵｵﾓﾘ　ﾊﾙﾋｺ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻﾊﾙ ｶﾈﾀﾞ　ｲｵﾘ ｷﾑﾗ　ﾖｼｱｷ

山村 実 小西洋一 松田 茂 原 貞雄 大森 治彦 小林正治 金田 伊織 木村義昭
京都大原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西神戸 岡山空港 西神戸 京都大原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

7:45 7:45

ｲﾜﾓﾄ　ｶｽﾞﾏｻ ｱｻﾉ　ｶｽﾞｵ ｵﾀﾞ　ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾖｼﾀﾞ　ﾑﾈﾊﾙ ｳﾁﾉ　ﾀｶﾉﾘ ﾅｶｼﾞﾏ　ﾐﾂｵ ｱﾗｲ　ﾖｼｵ ﾏｴﾅｶ　ﾐｷｵ

岩本 和眞 浅野 一男 織田 秀宣 吉田 宗治 内野隆徳 中嶋 光男 洗井 良夫 前中 幹夫
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 京都大原 西神戸 京都大原 北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ﾀｶﾋﾛ　ｼｹﾞﾙ ﾐﾔﾊﾗ　ﾜﾀﾙ ﾆｼﾓﾄ　ﾕﾀｶ ﾔﾏﾓﾄ　ｾｲｼﾞ ｺﾝｲ　ｶｵﾙ ｳｴｷ　ﾖｼｶｽﾞ ｽｷﾞﾊﾗ　ﾖｼﾋｺ ｲﾄｳ　ｾｲﾐﾂ

高宏 茂 宮原 渡 西本 豊 山本誠二 紺井 薫 上木 美和 杉原吉彦 伊藤 生光
よみうり 京都大原 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱｵﾉ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

ｻｶﾈ　ﾀﾀﾞﾐ ﾒｲｶﾘ　ﾏｻﾋﾛ ｺﾝﾄﾞｳ　ﾖｼｿﾞｳ ｱｶｼ　ｶｽﾞﾋﾄ ｿﾉ　ｺｳｲﾁﾛｳ ﾅｶﾞｵ　ﾂﾖｼ ｳﾙｼﾊﾗ　ﾏｺﾄ ﾂｷｵｶ　ﾔｽﾉﾘ

坂根正己 銘苅 雅広 近藤 悦造 明石 和人 園 耕一郎 長尾 剛 漆原 誠 月岡靖憲
西神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうり 奥津 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西神戸

ﾐﾔﾀｹ　ﾏｻﾐ ﾀｹﾅｶ　ﾖｼﾋﾛ ﾀﾞｲﾄｳ　ﾖｼﾛｳ ﾀﾏｶﾞﾜ　ﾐﾉﾙ ｲﾉｼﾀ　ﾀｶｵ ﾌｼﾞｼﾏ　ｶｽﾞﾋﾛ ｱﾗﾏﾂ　ﾉﾘｵ ｵｵﾀﾆ　ﾀｹｼ

宮武 正實 竹中 吉廣 大藤 喜郎 玉川 実 井下 孝雄 藤島一廣 荒松 徳夫 大谷 武志
高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱｵﾉ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 米子 北神戸

ﾅｶｵｶ　ﾉﾌﾞﾖ ｲｼﾊﾗ　ﾘｺ ﾔﾏﾓﾄ　ｶｵﾙ ﾖｼｵｶ　ｶﾖｺ ﾌｼﾞﾀ　ﾏｻﾊﾙ ﾀﾅﾀﾞ　ﾏｻｵ ﾖｼﾀﾆ　ﾋﾛﾕｷ ﾅｶｼﾏ　ﾋﾛｼ

中岡信世 石原 理子 山本 薫 吉岡 佳与子 藤田 勝治 棚田 眞夫 吉谷博之 中嶋 浩
西神戸 北神戸 よみうり ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京都大原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ﾓﾘﾀﾏ　ﾐｷ ﾀﾆﾔﾏ　ﾖｼﾐ ｽﾐﾀﾞ　ｷﾐｺ ﾔﾏﾈ　ｱﾂｺ ﾀｹﾊﾗ　ｼｹﾞﾐﾂ ﾏﾂﾓﾄ　ｶｽﾞﾐ ﾏｽｲ　ｼｮｳｼﾞ ｳｴ　ｼｭｳｼﾞ

森玉 美紀 谷山芳美 住田喜美子 山根 敦子 竹原 重光 松本 和美 桝井 昭二 植 修治
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうり 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 米子 よみうり 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

8:37 8:37

ﾀﾊﾀ　ﾌｼﾞｴ ﾀﾅｶ　ﾜｶｺ ﾀﾅﾍﾞ　ﾕﾐｺ ｺｲｽﾞﾐ　ｱﾕﾐ ﾀｹﾐｶ　ｼﾝｼﾞ ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞｵ ｵｵﾀ　ﾀｸｲﾁ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾌｻﾖｼ

田畑 二四恵 田中 若子 田辺由美子 小泉 あゆみ 武甕 眞司 高橋和夫 大田 卓一 藤本 房由
よみうり 京都大原 西神戸 北神戸 西日本ｼｰﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 奥津 京都大原

ﾏﾂｼﾀ　ﾅﾂｺ ﾔﾏﾓﾄ　ﾁﾊﾙ ﾅｶｼﾞﾏ　ﾐﾜ ｺｸﾞﾚ　ﾉﾌﾞｴ ｺﾊﾞﾔｼ　ｼﾝｺﾞ ｵｶ　ﾄｳﾀﾛｳ ｿｳﾏ　ﾐﾂﾉﾌﾞ ﾐﾔﾓﾄ　ﾏｻﾋﾄ

松下 夏子 山本 千春 中嶋 美和 木暮伸江 小林 信吾 岡 藤太郎 相馬 光信 宮本 雅仁
京都大原 よみうり ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 西神戸 ｱｵﾉ 西日本ｼｰﾄﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうり

ﾐﾔﾓﾄ　ﾁｶｺ ﾔﾏｼﾀ　ﾕｳｺ ﾌｼﾞﾑﾗ　ｶﾖｺ ｸﾛﾀﾞ　ﾏﾁｺ ｺﾃﾗ　ｹﾝｽｹ ｲﾘﾀﾆ　ﾖｼｵ ｵﾀﾞｷﾞﾘ　ﾏｻﾊﾙ ﾏﾂｲ　ﾕｷｵ

宮本千賀子 山下 裕子 藤村 佳世子 黒田 真智子 小寺 研介 入谷 祥王 小田桐 正治 松井 幸男
西神戸 北神戸 よみうり 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西日本ｼｰﾄﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

ﾄﾐﾀﾞ　ｹｲｺ ｲﾏｲ　ﾀｶﾖ ﾑﾗﾔﾏ　ﾙﾐ ｳﾆ　ｷﾖﾐ ｸﾎﾞﾀ　ﾀｶｼ ｵｵﾔ　ﾏｻｵ ｵｵﾆｼ　ｹｲｿﾞｳ ｲﾄｳ　ﾃﾂﾋｺ

富田 佳子 今井隆代 村山 ルミ 宇仁 喜代美 久保田 剛司 大矢 雅雄 大西慶蔵 伊藤 哲彦
高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西神戸 京都大原 よみうり 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西日本ｼｰﾄﾞ

ｶﾜﾑﾗ　ﾐｶｺ ﾔﾏｵｶ　ﾐﾁｺ ﾆｼﾑﾗ　ﾏｻｺ ﾉﾏ　ｷｮｳｺ ﾏｽﾓﾄ　ｷﾐｵ ﾊﾔﾏ　ﾋｻｶｽﾞ ｸﾆｶﾀ　ｹｲｼﾞ

川村 三夏子 山岡 美智子 西村昌子 野間 京子 増元 公男 葉山 寿一 国方 敬二
西日本ｼｰﾄﾞ よみうり 西神戸 北神戸 西日本ｼｰﾄﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｵｵﾊﾗ　ﾕﾘｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾔｺ ｵｶｻﾞｷ　ﾐｻｺ ｸﾎﾞ　ﾏﾐ ﾉｸﾞﾁ　ﾄｼｶｽﾞ ﾓﾘﾓﾄ　ｼｮｳｼﾞ ｶﾉﾏﾀ　ﾖｼﾊﾙ ﾃﾝﾗ　ﾏｻﾌﾐ

大原 由利子 渡部 美弥子 岡崎 美佐子 久保まみ 野口 敏一 森元 正二 鹿俣 義春 天良 正文
京都大原 西日本ｼｰﾄﾞ よみうり 西神戸 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西日本ｼｰﾄﾞ 京都大原 湯村

9:30 9:30

ﾆｼﾀﾞ　ﾘｴ ﾌｼﾞﾅｶﾞ　ｷﾖ ﾊﾏ　ﾕｳｺ ｵｵﾀﾆ　ﾊﾙﾐ ﾌｼﾞｲｼ　ﾏｻﾄ ﾖｼｲ　ﾖｼｵ ﾀｶｾ　ｶｽﾞﾋﾛ ﾖｼｵｶ　ﾋﾛｶｽﾞ

西田 利恵 藤永記代 浜 裕子 大谷 春美 藤石 正人 吉井 義雄 髙瀬 和弘 吉岡博一
北神戸 西神戸 西日本ｼｰﾄﾞ よみうり 京都大原 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西日本ｼｰﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

ﾆｼﾀﾞ　ｱｷｺ ﾆｲ　ﾄｼｴ ﾔﾊﾀ　ﾐﾁﾖ ｺｳﾂﾞｶ　ﾕｷ ｺﾝﾄﾞｳ　ｶﾂﾋｻ ﾑﾗﾓﾄ　ﾜﾀﾙ ﾓﾘｼﾀ　ｽｽﾑ ｲﾉﾊﾗ　ｾｲｿﾞｳ

西田明子 新居 淑惠 八幡三千代 幸塚 由紀 近藤 克久 村本 亘 森下 進 猪原 征三
米子 よみうり 西神戸 西日本ｼｰﾄﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 米子 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 花回廊

ｵｵｲ　ｷｮｳｺ ｶｼﾜｷﾞ　ﾏﾘ ﾐﾔｻﾞｷ　ﾐﾅｺ ﾆｼﾓﾄ　ｲﾂﾞﾐ ｶｷﾓﾄ　ﾏｻｶｽﾞ ﾔｽﾊﾗ　ﾏｻｵ ｺﾊﾞﾔｼ　ｼｹﾞﾐ ｸｽﾓﾄ　ﾏｻｼ

大井 鏡子 柏木 麻里 宮崎 美奈子 西本いづみ 柿本 正和 安原 正夫 小林 茂美 楠本 正志
よみうり 京都大原 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 米子 ｱｵﾉ 京都大原 奥津 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ﾋｻﾉ　ﾕｶﾘ ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾊﾙｺ ｱｼｶ　ﾜｴﾘｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾚｲｺ ﾐｼﾏ　ﾋﾄｼ ｼﾏｻｷ　ｶﾂﾉﾘ ｲﾄｳ　ﾕｳｻｸ ｵｸﾑﾗ　ﾋﾛﾀｶ

久野 由加利 谷川 春子 足川絵里子 渡辺れい子 三島 仁 嶋﨑 克範 伊藤 祐作 奥村 弘尊
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 米子 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 岡山空港 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島

ﾀｷﾀ　ｶｽﾞﾖ ｶｼﾞﾀ　ﾕﾐｺ ﾅｶﾑﾗ　ｱｷｺ ｱﾀﾞﾁ　ﾕｷｺ ﾅｶﾓﾄ　ﾄｼﾐﾂ ﾅｶﾑﾗ　ｵｻﾑ ｲｼﾀﾞ　ｱｷﾋｻ ﾔｶﾞｲ　ﾄｼｵ

田北 和代 梶田由美子 中村 彰子 足立 由紀子 中本 寿満 中村 修 石田明久 矢谷 敏雄
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 米子 京都大原 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 湯村 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 岡山空港

ｵｶﾞﾜ　ﾐﾄﾞﾘ ｶﾈﾀﾞ　ﾕﾐｺ ﾏｴﾀﾞ　ｲﾁｴ ｻｶｲ　ﾖｼｴ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾌﾐｵ ﾏｻｷ　ｶｵﾙ ｲﾄﾞ　ｼｹﾞｱｷ ﾀｶﾞﾊﾗ　ｱｷﾀﾀﾞ

小川みどり 兼田由美子 前田 一恵 坂井 良恵 渡部 文夫 正木 薫 井戸 繁明 田ヶ原章忠
米子 京都大原 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 米子 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 花回廊 京都大原

参加人数：190人

1 7:00 1 7:00 -

2021年度　全日本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
開催コース：西神戸ゴルフ場 2021年9月28日(火)

OUT IN

組 組

2 7:07 2 7:07

3 7:15 3 7:15

4 7:22 4 7:22

5 7:30 5 7:30

調　　整　　時　　間

7 7:52 7 7:52

6 7:37 6 7:37

調　　整　　時　　間

8 8:00 8 8:00

9 8:07 9 8:07

10 8:15 10 8:15

11 8:22 11 8:22

調　　整　　時　　間

13 8:45 13 8:45

12 8:30 12 8:30

調　　整　　時　　間

14 8:52 14 8:52

15 9:00 15 9:00

-

18 9:22 18 9:22

16 9:07 16 9:07

17 9:15 17 9:15

21 9:52

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

19 9:37 19 9:37

2021年度　全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権　西日本地区決勝

24 10:15 24 10:15

22 10:00 22 10:00

23 10:07 23 10:07

20 9:45 20 9:45

21 9:52


