
　

期　 日　　平成23年7月26日（火）

会　 場　　北六甲カントリー倶楽部東コース

参加数　　1５３人（アマ64人、プロ89人） 主催：関西ゴルフ連盟
No.1 Ｔｅｅ No.10 Ｔｅｅ

START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属
呉宮　成鎬 北六甲 鈴木　琢真 大手前大学 大西　　速 京阪 前川　竜璽 ｼﾞｭﾆｱ会員
青木　幸弘 奈良国際 倉元　剛志 兵庫県連盟 萬代   寛之 ﾐｽﾞﾉｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ 梶村　夕貴 ﾑﾛｳ36
杉原   亘 ｴﾇﾃﾞｲｴｽ 田中   秀道 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊﾞﾚｰGC 松川   明敬 ﾌﾘｰ 福永   光伸 ﾌﾘｰ
大谷   俊介 ｻﾝﾛｲﾔﾙGC 武村   孝幸 ㈱ｼﾃｨﾄﾗｽﾄ 太田   直己 ﾌﾘｰ 毛利   信将 CRｺﾞﾙﾌ
川窪　啓之 ｱﾘｼﾞｶﾝﾄﾘｰ 須田　将太 大手前大学 髙瀬　直人 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊﾞﾚｰ 松本　正樹 ｼﾞｭﾆｱ会員
井殿   康和 江連忠ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ 林　　　明 兵庫県連盟 亀谷　龍也 万壽 中村　匠汰 山の原
山崎   良哉 ﾀﾞｸﾀﾘAMC 白潟   英純 九州GC 八幡C 林   栄作 KCS㈱ 福永   安伸 ﾌﾘｰ

辻村   明志 元ﾋﾞﾙｺｰﾄ 若生   将志 尼崎ﾃｸﾉ 鬼塚   大輔 ﾌﾘｰ
青山　昌浩 有馬 岩倉　淳俊 小野ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 藤岡　　毅 個人会員 大西　　悟 JOYX上月
後藤　涼也 ナパラ 中部　　隆 廣野 中林　浩之 万壽 笹川　隆司 よみうり
山﨑   宏 聖丘CC 竹本   直哉 ﾌﾘｰ 三宅   寛忠 姫路相生CC 横山   大輔 ﾌﾘｰ
田村   優行 ﾌﾘｰ 井手口   正一 ﾌﾘｰ 仲田   一雄 ﾛｰﾀﾘｰGC 笠原   広規 ﾌﾘｰ
瀬口　直嗣 有馬ﾛｲﾔﾙ 丹羽　俊一 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸ 夏江　正治 KOMA 堤　　郁也 JOYX上月
脇坂　将汰 ナパラ 加藤　一郎 万壽 吉本　隆弘 万壽 吉田　智行 ﾗｲｵﾝｽﾞ
伊藤   修司 ﾌﾘｰ 山下   洋輔 ﾌﾘｰ 岩元   洋祐 ﾌﾘｰ 金坂   文夫 ﾌﾘｰ
江尻   壮 ﾌﾘｰ 小鯛   竜也 ﾌﾘｰ 中島   敏雅 ﾜｰﾙﾄﾞﾗｯｸ Brian Watts ﾌﾘｰ
小城　達司 泉ヶ丘 河田　晋平 きさいち 寺田　天我 シプレ 下山　　誠 ﾀｶｶﾞﾜｵｰｾﾝﾄ
伊藤　良樹 奈良育英高校 森本   雄也 ｽﾎﾟｰﾂﾋﾙｽﾞMRT 高橋　慶祐 美加ノ原 岩本   裕己彦 ﾌﾘｰ
原田   三夫 ｱｺｰﾃﾞｨｱ･ｺﾞﾙﾌ きさいちCC 藤田   晃規 ﾌﾘｰ 冨田   正行 高室池GC 佐藤   達也 ﾌﾘｰ
友次   啓晴 東広野GC 西詰   純二 ﾌﾘｰ 藤堂   哲正 太平洋ｸﾗﾌﾞ 六甲C 山内   寿晃 愛宕原GC
西原　健二 泉ヶ丘 梅村　明弘 北六甲 池見　和輝 ｼﾞｭﾆｱ会員 岸本　　敦 田辺
松木   徳生 宝塚GC 中村   高 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸGC 星山　一也 美加ノ原 片岡   英史 長船CC
木村   憲仁 ﾌﾘｰ 藤田   大 横浜CC 山添   昌良 ｼｰﾐｭｰｼﾞｯｸ 原田   大介 TRSｺﾞﾙﾌｱﾘｰﾅ

吉田   泰典 ﾌﾘｰ 桧垣   豪 新堂島ﾋﾞﾙ 渡辺   匡人 ﾌﾘｰ
巴山　　博 泉ヶ丘 菅井　元康 北六甲 宇都宮鋭多 ｼﾞｭﾆｱ会員 西浄　憲治 ﾁｪﾘｰﾋﾙｽﾞ
坂井　義明 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 藤本   忠宏 西脇CC 加藤　雅之 美奈木 楠本   研 challene-k
木場本   猛 西宮名塩ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ 胡   牧 ﾌﾘｰ 西田   弘樹 ﾌﾘｰ 松村   景太 ﾌﾘｰ
伊東   諭史 司商会 田口   友樹 ﾌﾘｰ 德永   智也 ﾍﾞﾝｾﾙ･ｺﾝﾊﾟﾆｱ 吉田   敬三 白竜湖CC
赤松　理充 茨木国際 多賀　保夫 北六甲 宇都宮正暉 ｼﾞｭﾆｱ会員 坂本　　潤 東条の森
中谷　　亨 播磨 亀山   和宏 東児が丘ﾏﾘﾝﾋﾙｽﾞGC 加藤　　弦 美奈木 後藤   敏夫 ﾌﾘｰ
大井手   哲 ﾀﾞｲﾁｸ 大田   けんじ 赤坂ﾚｲｸｻｲﾄﾞCC 辻本   敦志 ﾌﾘｰ 山田   徹 ㈱ｴﾌｴﾌｼｰ
柴田   忠則 ｵｰｸﾓﾝﾄGC 田中   浩太郎 ﾌﾘｰ 瀧山   侑輝 ﾗ･ｸﾞﾚｰｽGC
酢谷　智宏 茨木国際 寺本　民人 北六甲 大薗　総祐 ｼﾞｭﾆｱ会員 太田　清一 ナパラ
馬場　謙太郎 東広野 川口   雅晴 ﾌﾘｰ 金下　政弘 美奈木 藤井   学 ﾌﾘｰ
小林   佳則 富士OGMGC 小野C 野波   弘一 ﾛｰﾓﾝﾄﾞCC 日高   裕貴 ﾌﾘｰ 三品   貴泰 法仙坊GC
小野林   洋伴 聖丘CC 牧   智也 ﾌﾘｰ 大田和   桂介 ﾌﾘｰ 横田   吉宏 佐賀ｸﾗｼｯｸGC
三好　成憲 茨木国際 柴田　将弥 朽木 樫原　大貴 ｼﾞｭﾆｱ会員
岡本　　喬 兵庫県連盟 山本   隆允 DEPARTURE GROUP 三上　一良 妙見富士 アマチュア
岩本   優 高室池GC 工藤   潤 ﾌﾘｰ 市原   建彦 ﾌﾘｰ
林   照大 ﾌﾘｰ 山内   正和 ﾍﾞｲｼｽ高知 有迫   泰作 ﾌﾘｰ

１． アマ・・・１９位タイまでが最終予選の出場資格を得る。 ４． 無断欠席の場合は、アマチュアは来年度の本競技を含め1年間の競技出場を停止する。
プロ・・・４人が本選の出場資格を得る。通過者にタイが生じた場合はマッチングスコアカード方式 プロは来年度の本競技への競技出場を停止する。
　　　　　により決定する。 ５． 指定練習日のプレーは指定ティーインググランドを使用、ボールは一球でプレーすること。

２． 組合せおよびスタート時刻は、欠席者があった場合は変更することがある。 ６． 主催競技服装規定を遵守すること。
３． 病気、事故などのため参加を取止める場合は、競技前日17時までに所属クラブを通じ ７． 健康上、安全上、帽子類を着用のこと。

（加盟クラブ会員外は個人）文書で、アマチュアは関西ゴルフ連盟へFAXすること。（FAX：06-6445-3558） ８． クラブハウス開場は、6:30です。
プロはダンロップスポーツエンタープライズへＦＡＸすること。(0797-31-1488) ９． 組合せはホームページ（http://www.kgu.gr.jp)でも公開しています。
ただし、競技当日の場合は、北六甲カントリー倶楽部東コース（TEL：078-954-0721）へ連絡すること。 競技委員長　松尾　好員
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