
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 出場コース 出場コース 出場コース 出場コース 時間 出場コース 出場コース 出場コース 出場コース

1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 101 1日目ｽｺｱ 102 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

ﾆｼﾀﾞﾘｻ ﾐﾈﾏﾂ　ﾁｴﾐ ｽｷﾞﾓﾄﾏｻｺ ｵｵﾆｼﾏｻﾕｷ ｶｲﾎﾞﾘﾏｻﾔ ﾌｼﾞﾏﾙﾐﾉﾙ ﾒｲｶﾘﾏｻﾋﾛ

西田 里沙 峯松 チエミ 杉本 雅子 大西 将之 海堀 政也 藤丸 稔 銘苅 雅広
西神戸 京阪 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 96 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

ﾔﾏｶﾞﾀﾐﾕｷ ﾓﾘﾀﾘｮｳｺ ｷﾀｵｶ ﾕｶ ﾓﾘﾂﾕﾐ ﾌﾙｷ　ｶｽﾞｵ ﾋｶﾞｼﾓﾄﾏｻｼ ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾉﾘｶｽﾞ ﾏｽﾓﾄｷﾐｵ

山形 美由紀 森田 涼子 北岡 由加 森 津弓 古木 和夫 東本 雅至 南條 式数 増元 公男
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 西日本ｼｰﾄﾞ 花回廊 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸

1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 93 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

ﾏﾂｼﾀ　ﾅﾂｺ ﾑﾗﾀ ﾅｵｺ ｶﾄｳﾉﾘｺ ﾀﾉｶﾞﾐﾐｷ ｲﾉｳｴｶｵﾙ ﾔﾏﾓﾄﾏﾓﾙ ｵｷﾀｹﾋﾛ ｱｷﾔﾏ　ﾓﾘｱｷ

松下 夏子 村田 直子 加藤 典子 田野上 美紀 井上 薫 山本 守 沖 雄大 秋山 守明
京阪 西日本ｼｰﾄﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 西神戸 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ

1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ｼﾓﾂﾔﾘｻ ﾃﾗﾑﾗﾐﾄﾞﾘ ﾏｽﾀﾞ　ｴﾂｺ ﾖｼｵｶｶｽﾞﾐ ｺﾃﾗｹﾝｽｹ ﾖｼﾂﾞﾐﾄﾓﾉﾘ ﾀﾅｶ　ﾏｻｷ ﾀｹﾊｼｷﾖﾀｶ

下津屋 里沙 寺村 みどり 増田 悦子 吉岡 和美 小寺 研介 吉積 知典 田中 正記 竹橋 清隆
北神戸 北神戸 京阪 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 88 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

ｸﾘﾔﾏﾒｸﾞﾐ ﾐｽﾞﾊﾗﾄﾓｺ ｱｻﾉｶｽﾞﾐ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾐ ﾐﾔﾅｶﾞﾀｹｱｷ ｵｶﾄｳﾀﾛｳ ｲﾜﾓﾄ　ｺｳｼｭｳ ﾏﾂｼﾏ　ﾋﾄｼ

栗山 萌 水原 丈琴 浅野 和美 鈴木 晴美 宮永 武章 岡 藤太郎 岩本 剛宗 松島 一十四
西神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 岡山空港 よみうりｳｴｽﾄ

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 86 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

ｶﾜﾀｻｵﾘ ﾅｶﾞﾄﾓ　ﾚﾅ ｱﾏﾉ　ﾒｸﾞﾐ ﾅｶﾉﾕｶﾘ ｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ ﾌｼﾞﾀ　ﾄｼﾋｺ ﾔﾏｻﾞｷ　ｱﾂｼ ﾔｷﾞｷﾖﾋﾃﾞ

河田 さおり 長友 玲奈 天野 恵 中野 有佳梨 加本 秀明 藤田 俊彦 山崎 敦 八木 清秀
北神戸 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西日本ｼｰﾄﾞ 西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 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 84

ﾖｼｵｶﾋｶﾙ ﾐﾔｹ　ﾒｸﾞﾐ ﾊｯﾄﾘｶｵﾘ ｼﾓｲ　ﾐｷｺ ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｻﾊﾙ ﾆｼﾔﾏｴｲｼﾞ ｶﾅﾀﾆ　ｶｽﾞｵｷ ﾀｶｾ　ｶｽﾞﾋﾛ

吉岡 ひかる 三宅 めぐみ 服部 香保里 下井 幹子 小田桐 正治 西山 英二 金谷 一興 髙瀬 和弘
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 岡山空港 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 西日本ｼｰﾄﾞ 京都大原 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

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 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84

ﾄﾓﾏｻｶﾂﾋｺ ﾅｶﾉﾉﾘｱｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾖｼﾔｽ ﾀｶﾋﾛｼｹﾞﾙ ﾓﾘ　ﾊﾝｼﾞ ﾊﾗｻﾀﾞｵ ﾏｽﾀﾆ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ ﾓﾘﾀ　ﾌﾐﾋｺ

友政 勝彦 中野 典昭 渡辺 善康 高宏 茂 森 判治 原 貞雄 増谷 光三郎 森田 文彦
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ よみうりｳｴｽﾄ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 岡山空港

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 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85

ｼﾊﾞﾀﾏｻﾋﾛ ﾌｼﾞｷ　ﾔｽﾀｶ ｱﾍﾞ　ﾄﾐｵ ﾉｸﾞﾁ　ﾄｼｶｽﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ　ｼｭｳｿﾞｳ ﾔﾏﾓﾄｴｲｼﾞ ﾌｼﾞﾀ ﾀｹﾌﾐ ﾖｼｵｶﾋﾃﾞｵ

柴田 正裕 藤木 康孝 阿部 富男 野口 敏一 藤本 周三 山本 栄治 藤田 健文 吉岡 秀男
北神戸 よみうりｳｴｽﾄ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 西神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

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 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ｶﾜｳﾁﾋﾛｼ ﾑﾗﾔﾏ　ﾖｼﾋｺ ｵｵｶﾜ　ｾｲｲﾁ ｼﾐｽﾞﾔｽﾀｶ ﾔｽﾀﾞﾖｼﾋﾛ ﾓﾘｶﾜ　ﾋﾃﾞﾄ ｻﾜﾀﾞｸﾆｵ ﾑｸﾞﾙﾏﾀｶﾋﾛ

川内 浩 村山 嘉彦 大川 聖一 清水 泰貴 安田 義博 森川 英門 澤田 邦夫 六車 貴弘
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 西日本ｼｰﾄﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島

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 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝﾒｲ ﾕﾒﾉｼﾞｭﾝｼﾞ ﾊﾙﾅﾐﾉﾙ ﾆｼﾉ　ﾋﾛｷ ﾐﾉﾖｼﾛｳ ﾌｸﾓﾘﾋｻｼ ｻﾄｳ ｸﾆｱｷ ﾀﾆｱｷﾗ

渡辺 賢明 夢野 順二 春名 実 西野 洋樹 三野 善良 福森 久之 佐藤 邦彰 谷 晃
郷原CC 米子ｺﾞﾙﾌ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原 奥津

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 85 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86

ｸﾎﾞｼﾝｲﾁ ｲｼﾊﾗ　ﾏｻﾐ ﾌﾙｻﾜﾐﾂﾋﾛ ｶﾂﾀ　ｶｽﾞﾋﾛ ｱｹﾁ　ﾀｹｼ ﾓﾘﾀｺｳｼﾞ ｼｭｯｾ　ﾐﾂｵ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀﾞｲｽｹ

久保 真一 石原 正実 古澤 光廣 勝田 和宏 明智 武史 森田 浩二 出世 光男 小林 大介
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 岡山空港 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 岡山空港 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京阪ｺﾞﾙﾌ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

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 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86

ｲｳﾁ　ｼﾞﾛｳ ﾏﾂﾓﾄｻﾄｼ ﾏｴﾀﾞ　ｱｻｼﾞ ﾆｼﾀｶﾋﾛ ﾌｼﾞﾓﾄﾖｼﾊﾙ ﾔﾏｼﾀﾃﾂﾔ ｲﾄｳｻﾄｼ ｻﾜﾀﾞﾐﾂﾔｽ

伊内 二郎 松本 聡 前田 朝治 西 隆弘 藤本 祥治 山下 哲也 伊藤 智史 澤田 光康
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 米子ｺﾞﾙﾌ

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 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86

ｺｼﾏ　ﾑﾂｵ ﾆｼｶﾜ　ﾀｶｼ ﾂｼﾞﾀ　ｼｮｳｺﾞ ﾄｼｸﾆ ｼｭﾝｼﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾌｻﾖｼ ｳｴｸﾗｺｳｼﾞ ｻﾉ ﾏﾅﾌﾞ ｶｸﾓﾄ　ﾏﾓﾙ

越間 睦夫 西川 隆 辻田 昭吾 利國 俊二 藤本 房由 上倉 幸司 佐野 学 赫本 守
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西日本ｼｰﾄﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京阪ｺﾞﾙﾌ

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 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ﾂｼﾞﾏｻﾕｷ ｱﾍﾞﾕｷｵ ﾀﾅｶ　ｹﾝｼﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾀｶﾋｻ ﾅｶｶﾞﾜﾋﾃﾞﾕｷ ｵｵﾅｶﾄｼﾀｶ ﾂﾂﾐｹｲｼﾝ ｵｶｻﾞｷｶｽﾞﾐ

辻 正幸 阿部 行雄 田中 謙次 藤本 貴久 中川 秀之 大仲 俊孝 堤 敬臣 岡崎 和己
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ よみうりｳｴｽﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 郷原CC 西神戸 北神戸 奥津

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 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ﾏﾂｼﾏ　ﾂﾖｼ ｽｷﾞﾓﾄｶｽﾞｼｹﾞ ｱﾘﾑﾗﾖｼﾋｻ ﾖｼﾀﾆﾋﾛﾕｷ ﾌｼﾞｲｼ　ﾏｻﾄ ﾏﾂﾊﾞﾗﾔｽﾕｷ ｲﾁｲ　ｻﾄﾙ ﾔｽﾓﾘ　ﾀｶｼ

松嶋 剛 杉本 和重 有村 吉久 吉谷 博之 藤石 正人 松原 泰之 市居 智 安森 貴志
大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京阪ｺﾞﾙﾌ 北神戸 京阪ｺﾞﾙﾌ 京阪ｺﾞﾙﾌ

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 79 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

ｼﾏｵｶﾘｮｳｼﾞ ｼﾑﾗｶｽﾞﾋｺ ﾅｶﾆｼﾋﾛﾕｷ ﾌｼﾞﾓﾄ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾏﾂﾓﾄ　ﾋﾛｼ ﾀﾑﾗ　ﾋﾛｼ ﾋﾗﾔﾏｷﾖﾂｸﾞ ﾀﾅｶﾔｽﾐﾂ

島岡 良二 志村 和彦 中西 浩幸 藤本 淳一 松本 博士 田村 裕 平山 喜代次 田中 康光
米子ｺﾞﾙﾌ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 北神戸 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

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 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88

ﾀﾅｶ　ﾃﾙﾕｷ ﾋﾗｵｶﾓﾄｼ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ ｶｸﾑ　ﾀｹｵ ﾓﾘﾀﾏｻﾅｵ ﾔﾏﾓﾘﾃﾂﾔ ﾔﾅｷﾞﾀﾆﾅｵﾋｻ ｲｹｶﾞﾐﾐﾉﾙ

田中 輝幸 平岡 元司 渡部 和彦 各務 武雄 森田 雅直 山森 徹也 柳田 直久 池上 実
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸

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 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89

ﾐﾅﾐﾏｻｷ ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾂｼ ﾐﾔｹ ﾖｼｱｷ ｵｵﾋｶﾞｼｼｹﾞﾉﾘ ｶﾀﾔﾏ　ﾔｽﾋｺ ﾖｼﾀﾞ ﾑﾈﾊﾙ ｽﾑﾗﾏｻﾋｺ ｱｵﾔﾏﾔｽｼ

南 正樹 水口 淳司 三宅 義昭 大東 重則 片山 康彦 吉田 宗治 周村 雅彦 青山 恭
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原 京都大原 西神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京都大原 花回廊 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

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 89 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90

ｲｼｶﾞﾐ　ｼｮｳｿﾞｳ ｳﾁﾉ　ﾀｶﾉﾘ ｵｵﾀﾀｸｲﾁ ｵｸﾞﾗ　ﾉﾌﾞﾕｷ ｲｹｶﾞﾐ　ﾉﾘﾏｻ ｺﾆｼﾖｳｲﾁ ﾆｼｵｶﾀﾀﾞｼ ｷﾀﾉﾄﾓﾕｷ

石上 正三 内野 隆徳 大田 卓一 小倉 信行 池上 典成 小西 洋一 西岡 正詞 北野 友之
京阪ｺﾞﾙﾌ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 奥津 よみうりｳｴｽﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 琵琶湖ﾚｰｸ 北神戸

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 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90

ﾐﾔﾜｷ　ｶｽﾞﾋﾄ ﾉﾉﾐﾔﾀﾐｵ ｷｼｱｷﾋﾃﾞ ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ　ﾋﾃﾞｱｷ ﾌｼﾞﾓﾄｺｳｲﾁ ｸﾏｶﾞｲﾏｺﾄ ﾔｶﾞｲﾄｼｵ

宮脇 和仁 野々宮太巳夫 貴志 彰英 檀上 英昭 藤本 弘一 熊谷 誠 矢谷 敏雄
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ よみうりｳｴｽﾄ 西神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 花回廊

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 76 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 93

ﾓﾘ　ﾋﾃﾞﾖｼ ｺｻﾞﾙﾋﾛﾕｷ ｴﾑﾗ　ﾋﾛｼﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻﾄｼ ﾀｹﾉｸﾁ　ﾊﾙｷ ﾆｼﾏﾙ ｼﾞﾛｳ ｳｴﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ

森 秀吉 小猿 裕之 江村 博次 渡辺 悟志 炬口 春樹 西丸 二郎 上田 忠広
京阪ｺﾞﾙﾌ 琵琶湖ﾚｰｸ 西日本ｼｰﾄﾞ 西日本ｼｰﾄﾞ 京阪ｺﾞﾙﾌ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

1日目ｽｺｱ 71 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 97

ｵｶﾓﾄ　ﾔｽﾉﾌﾞ ﾆｼﾃﾞﾏｻｼﾞ ｼﾛﾓﾄﾅﾘｵ ﾂﾈﾐﾒﾏｻﾖｼ ｵｸﾑﾗ　ﾀﾂﾔ ﾑﾗﾀﾐﾂｵ ｲﾄｳ　ﾔｽﾋｺ

岡本 康伸 西出 雅次 城本 成男 常峰 正義 奥村 達也 村田 満男 伊藤 靖彦
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 西神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸 京阪ｺﾞﾙﾌ

22 9:55 22 9:55

202２年度全日本シニア・ミッド女子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： ベアズパウ ジャパン カントリークラブ

２日目ペアリング

参加人数： シニア153名　女子ミッド27名

23 10:02 23 10:02

21 9:48 21 9:48

20 9:34 20 9:34

19 9:27 19 9:27

18 9:20 18 9:20

17 9:13 17 9:13

16 9:06 16 9:06

15 8:52 15 8:52

14 8:45 14 8:45

13 8:38 13 8:38

12 8:31 12 8:31

11 8:24 11 8:24

10 8:10 10 8:10

9 8:03 9 8:03

8 7:56 8 7:56

7 7:49 7 7:49

6 7:42 6 7:42

5 7:28 5 7:28

4 7:21 4 7:21

3 7:14 3 7:14

2 7:07 2 7:07

　　　　2022年 5月 19日（木）　

組 組

1 7:00 1 7:00


