
.

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

高塚 俊夫 片岡 司郎 森安 誠 吉岡 博一 山根 邦彦 林 博 田村 守行 高橋幸喜

米子ｺﾞﾙﾌ場 奥津ｺﾞﾙﾌ 岡山空港 西神戸 米子ｺﾞﾙﾌ場 奥津ｺﾞﾙﾌ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸

荒松 徳夫 田口 久雄 秋本 正男 小西 克巳 竹田 二鎬 柴田 淳志 伊藤 哲彦 栗田 三千男

米子ｺﾞﾙﾌ場 奥津ｺﾞﾙﾌ 北神戸 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 米子ｺﾞﾙﾌ場 奥津ｺﾞﾙﾌ 岡山空港 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

浅井 新吉 藤原 昭司 石田 輝夫 森本 保宏 安達 富夫 尾﨑 規夫 藤島 一廣 浅野 一男

西神戸 奥津ｺﾞﾙﾌ よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 米子ｺﾞﾙﾌ場 よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

結城 國彦 岩本 和眞 奥野 重治 宗藤 忠 白石 博将 岸田 敏 吉田 明 藤本 道徳

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ 京都大原PC 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 岡山空港 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 西神戸 よみうりｳｴｽﾄ

宇都宮 正喜 中山 旭 濵田 音一 大田 卓一 八木 末男 宇川 惠 園 耕一郎 川上 英髙

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津ｺﾞﾙﾌ 京都大原PC 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ よみうりｳｴｽﾄ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ

7:37 7:37

北口 満 渡辺 日出敏 渡邊 正道 牧野 立志 松田 茂 笹川 康博 髙瀬 和弘 織田 秀宣

よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC 花回廊 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうりｳｴｽﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸

黒田 繁人 金田 伊織 中嶋 浩 嶋﨑 克範 田中 正治 濱田 敏正

西神戸 京都大原PC 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 西神戸

大西 慶藏 矢野 雅己 山田 和彦 西田 進 谷口 彰一 高木 宏 竹井 辰典 小泉 章五

北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

中井 久一 洗井 良夫 塚前 義廣 藤原 重雄 中西 秀樹 大東 重則 住田 好信 山本 誠二

京阪ｺﾞﾙﾌ 北神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京都大原PC ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

木村 博 小寺 研介 田口 良平 稲岡 克己 矢田 修一 荻野 英昭 林 伸 埴岡 孝一

大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京都大原PC 北神戸

8:22 8:22

宮原 渡 松本 健一 黒田 進 鹿俣 義春 鈴木 講司 楠本 正志 山岡 照明 愚川 昌信

京都大原PC 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ よみうりｳｴｽﾄ 京都大原PC 西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京阪ｺﾞﾙﾌ 京都大原PC

厚見 信一郎 江西 博文 伊藤 生光 三野 文晴 青田 光宏 吉谷 博之 松井 栄一 安原 正夫

よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西日本地区ｼｰﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原PC

田ヶ原 章忠 蔡 秋明 市岡 治 藤石 正人 高山 耕一 奥村 弘尊 山本 照明

京都大原PC 西日本地区ｼｰﾄﾞ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 京阪ｺﾞﾙﾌ 奥津ｺﾞﾙﾌ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 西日本地区ｼｰﾄﾞ

菅原 健 沖 和人 山下 亀海 杉山 雅則 長富 公守 森下 進 山村 実 植 修治

大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西日本地区ｼｰﾄﾞ 京阪ｺﾞﾙﾌ よみうりｳｴｽﾄ 西日本地区ｼｰﾄﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

中藤 敏 櫻井 賢 城間 貞次 井戸 繁明 紺井 薫 中西 勝 小田桐 正治 近藤 克久

京都大原PC 西日本地区ｼｰﾄﾞ よみうりｳｴｽﾄ 花回廊 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西日本地区ｼｰﾄﾞ 京都大原PC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

9:07 9:07

後藤 高成 池本 巧 細川 俊男 宮澤　幸男

高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 京都大原PC 奥津ｺﾞﾙﾌ

9:22 9:22

松本 來海 唐津 沙莉 山岡 瑠生 山脇 愛璃 唐木田 梨乃 板東 茄奈 田中 陽菜 黒崎　美羽

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 岡山空港 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 米子ｺﾞﾙﾌ場 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

井上 蒼海奈 鳥居 さくら 松田 菜々榎 菊田 ひな 大西 穂佳 岸本 千空 岩本 日向 中嶋 月葉

高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京阪ｺﾞﾙﾌ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

田口 夏鈴 上久保 実咲 福田 美来 森田 乃愛 香川 倫穂 益田 世梨 長阪 綾苗 藤原 奈々

高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 京阪ｺﾞﾙﾌ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 花回廊 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸

塩路 千尋 森田 彩夏 仲村 美咲 川上 知夏 山下 アミ 小林 桃幸 湊口 愛友 中村 巴南

西日本地区ｼｰﾄﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津ｺﾞﾙﾌ 西日本地区ｼｰﾄﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

久世 夏乃香 加藤 菜摘 青山 ゆずゆ 川端 悠衣 都 玲華 森村 美優 角江 愛梨 今西 さくら

西日本地区ｼｰﾄﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津ｺﾞﾙﾌ 岡山空港 西日本地区ｼｰﾄﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京阪ｺﾞﾙﾌ 西神戸

10:07 10:07

魚見 彩倉 中尾 夢彩 垣 美穂 北川 紗玖楽 長田 莉子 前川 実桜 林 あいこ 山本 気恵

花回廊 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 米子ｺﾞﾙﾌ場 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 奥津 米子ｺﾞﾙﾌ場

奥野 光莉 真庭 光花 井元 咲希 渡邊 紗弥華

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 岡山空港 米子ｺﾞﾙﾌ場 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

参加人数：グランドシニア124人　女子アマ52人 黄色塗＝繰上げ出場選手

調　　整　　時　　間調　　整　　時　　間

22 10:15 22 10:15

23 10:22 23 10:22調　　整　　時　　間

20 9:52 20 9:52

21 10:00 21 10:00

18 9:37 18 9:37

19 9:45 19 9:45

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

17 9:30 17 9:30

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

16 9:15 16 9:15 調　　整　　時　　間

14 8:52 14 8:52

15 9:00 15 9:00

12 8:37 12 8:37

13 8:45 13 8:45

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

7 7:52 7 7:52

8 8:00 8 8:00

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

2 7:07 2 7:07

3 7:15 3 7:15

全日本女子アマ・グラン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：米子ゴルフ場 2022年4月27日(水)

OUT IN

組 組

1 7:00 1 7:00

１日目ペアリング（繰上出場選手最終更新）


