
平成２４年度
関西ミッドシニアゴルフ選手権　決勝競技

関西グランドシニアゴルフ選手権　決勝競技
第２日　組合せおよびスタート時刻表

（　参加者108人　）
期  日： 主催：一般社団法人 関西ゴルフ連盟

場  所：

１番からスタート（ミッドシニア）

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

1 8:00 北川　富重 八重桜 82 西嶋　康之 小野ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 82 木下　伸二 奈良万葉 82

2 8:09 片山　　浩 六甲 81 長野　邦彦 大神戸 82 新井　敏弘 美加ノ原 82

3 8:18 中尾　　護 きさいち 81 南　　信行 紀の国 81 森　　秀夫 ぜん 81

4 8:27 高下　弘之 滝野 80 神戸　　優 甲賀 80 亀田　伸治 田辺 81 吉川　興起 大宝塚 81

5 8:36 厚見信一郎 播磨 80 橋本不二雄 名神竜王 80 高田　晋平 大神戸 80 丹原　善弘 天理 80

6 8:45 平林　　修 小野 80 辻本　秋彦 阪奈 80 佐々木光昭 れいせん 80 今村　克彦 ｻﾞ･ｶﾝﾄﾘｰ 80

7 8:54 稲田　孝治 関西 79 渡邊　正道 皇子山 79 太田　真宏 岬 80 藤田　富雄 東城陽 80

8 9:03 田上　裕弘 新奈良 78 衣笠　　徹 大甲賀 78 楠本　由人 ｵｰｸﾓﾝﾄ 79 井口　　健 高室池 79

9 9:12 田中　　進 ｸﾞﾛﾜｰﾙ 78 山岡　照明 新大阪 78 奥田　貴士 有馬ﾛｲﾔﾙ 78 清水　行雄 月ケ瀬 78

10 9:21 池田　　勉 岸和田 77 藤森　勝巳 万壽 77 奥村　義美 橋本 77 前田　信輔 山の原 77

11 9:30 菅原　　健 枚方国際 76 高嶋　民生 佐用 76 池永喜代和 花吉野 76 田中　　均 宇治 76

12 9:39 鈴木　啓介 千刈 75 大谷　泰雄 名神栗東 76 橋本　司良 ｸﾞﾛﾜｰﾙ 76 吉田　俊明 青山台 76

13 9:48 田中　博一 ｻﾝﾛｲﾔﾙ 74 堀田　　稔 箕面 75 金下　政弘 美奈木 75 黒田　　進 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ 75

14 9:57 松田　　晃 青山 73 松村　弘二 万壽 73 藤原　秀信 交野 74 堀尾　定助 神有 74

１０番からスタート（グランドシニア）

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

15 8:00 西森　幸男 宝塚高原 83 辻　　　実 関西軽井沢 83 宮本　正春 ｻﾝｸﾞﾚｰﾄ 83

16 8:09 小野　秀太 田辺 83 大谷　篤弘 ＡＢＣ 83 多根　直隆 千刈 83 中山　　寛 美奈木 83

17 8:18 川島　茂則 瑞穂 82 窪田　　正 枚方国際 82 谷口　寛之 ｺﾑｳｯﾄﾞ 82 有野　隆徳 宝塚高原 82

18 8:27 和泉　信夫 篠山 81 松田　　清 加西 81 大石　泰道 関西 81 川崎　　巌 小野ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 82

19 8:36 宮野　憲三 ﾚｰｸｽﾜﾝ 80 原田　和一 北六甲 81 金田　伊織 れいせん 81 青山　勝二 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ 81

20 8:45 山本　勝彦 ﾚｰｸｽﾜﾝ 80 島野　綱靖 新奈良 80 吉川　広道 西宮六甲 80 寺浦冨士雄 奈良OGM 80

21 8:54 稲岡　克巳 加西 79 生嶋　誠二 ベニー 80 京谷　　謙 新奈良 80 村井　康治 ひかみ 80

22 9:03 大島　安雄 KOMA 78 中島　誠一 岸和田 78 大橋　英二 西宮高原 79 畠山　義昭 東条の森 79

23 9:12 森崎　　中 泉ケ丘 78 梅田　義彦 ﾊﾟｲﾝﾚｰｸ 78 中野治登士 ＡＢＣ 78 松居順一郎 信楽 78

24 9:21 大原　信義 三日月 77 米澤　　弘 交野 77 佐茂　英昭 茨木 77 上野　雅史 タラオ 78

25 9:30 川上　　清 有馬ﾛｲﾔﾙ 77 佐武　利美 紀の国 77 粂田　隆生 小野 77 高木　晧次 加西ｲﾝﾀｰ 77

26 9:39 藤枝　茂樹 ぜん 75 松本　敏夫 新大阪 76 安永　吉雄 旭国際宝塚 76 力岡　一松 青山 76

27 9:48 出射　靖郎 岸和田 74 三浦　隆雄 東広野 74 橋本　一夫 国木原 75 平山　広一 KOMA 75

28 9:57 前田　吉春 青木功 73 堀井　明夫 青木功 73 楠　　昭義 八重桜 74 井上　恭弘 太子 74

注） 1. 組合せおよびスタート時刻は、欠席者のあった場合は変更することがある。

2. 病気、事故などのため参加を取止める場合は、必ず事前に

芦屋カンツリー倶楽部（℡：0797-31-0501）へ連絡すること。

    無断欠場の場合、来年度の本競技を含め１年間の競技出場を停止する。

3. 表彰式は最終組カード提出30分後から行う。

表彰式後の懇親会にて、日本ミッド・グランドシニアゴルフ選手権の申し込み書類を手渡すので、

出場資格を得た選手は出席すること。
    

競技委員長 渡辺　武三

芦屋カンツリー倶楽部

平成24年6月6日(水)


