
期　 日　　平成24年7月17日（火）

会　 場　　阿騎野ゴルフ倶楽部

参加数　　102人（アマ25人・プロ77人）

No.1 Ｔｅｅ No.10 Ｔｅｅ 主催：一般社団法人 関西ゴルフ連盟
START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属

岸本  　　敦 田辺 芦沢 　宗臣 立命館宇治高校 大前   和之 ﾌﾘｰ 安森　 一貴 ｼﾞｭﾆｱ会員

井田   安則 奈良の杜GC 福永   光伸 UMKﾃﾚﾋﾞ宮崎 江尻　　  壮 ﾌﾘｰ T･フセイン ｺﾞﾙﾌｼｮｯﾌﾟ ｱﾌﾟﾛｰﾄﾞ

山﨑      宏 聖丘CC 嘉数   光倫 ﾌﾘｰ 小野林洋伴 聖丘CC 福永   安伸 UMKﾃﾚﾋﾞ宮崎

川原   優介 ﾏﾀﾞﾑJGC 梶川   剛奨 ｻﾐｰ 大西   辰奈 香芝ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾞﾙﾌ 福谷   直永 岩本医院

津村　 英明 天野山 南　　  正樹 個人会員 小城　 達司 泉ヶ丘 小西　 奨太 大阪学院大学

津田   誠司 24golf 赤石   享大 ㈱SANKYO 出石   幸喜 ｺﾞﾙﾌﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ関西 武   慶太郎 ﾌﾘｰ

亀井   美博 ﾌﾘｰ 鈴木      弾 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙPGA 河合   庄司 三田ﾚｰｸｻｲﾄﾞCC 中武      力 日本食研

大前   和也 ｱｺｰﾃﾞｨｱG堺CC 合田   幸男 ﾎｰﾑﾃｯｸ 木村   憲仁 ﾌﾘｰ 島野   隆史 ﾌﾘｰ

巴山　    博 泉ヶ丘 白石 　尚希 大阪学院大学 久保　 勇人 ｸﾗｳﾝﾋﾙｽﾞ京都 手束　 将之 大阪学院大学

津田      猛 植田鋼業㈱ 山形   陵馬 ﾌﾘｰ 岩﨑   幸司 紀洋石油 前田   和宏 ﾌﾘｰ

中川      明 ﾃﾞｲﾘｰ信楽CC 築館   利明 ﾌﾘｰ 瀧山   侑輝 ﾗ･ｸﾞﾚｰｽGC 宮國雄一郎 ﾍﾞﾙﾋﾞｰﾁGC

石川   元樹 ﾌﾘｰ 柴田   忠則 ﾏｯｸｽｽﾎﾟｰﾂ武庫川

松尾 　徳志 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｰｼﾞ 中葉　 昭弘 KOMA

貞方   章男 光CC 岩本裕己彦 ﾌﾘｰ ・・・アマチュア
中西   雅樹 NISSO 辻本   敦志 ﾌﾘｰ

田中   一輝 ﾌﾘｰ 中島   庸全 ﾌﾘｰ

夏江 　正治 KOMA 奥中　 基晃 堺

木本   利美 奈良万葉CC 林       照大 太子CC

中村   陽平 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｰｼﾞGC 村岸   充雄 奈良柳生CC

李      丞鎬 S-OIL 小西   雄介 ｾﾝﾁｭﾘｰｼｶﾞGC

中葉　 時弥 堺 太田　 清一 ナパラ

野村   保文 GOLFｶﾛｰﾚ 吉本       悟 ﾌﾘｰ

森井   晶紀 吉野CC 船引真二郎 ㈱IZUMI GOLF

上出   裕也 ㈱創生 白倉   渉平 KOMACC

島野  　　嚴 奈良 森　  　直樹 奈良の杜

アン  ドウン ﾌﾘｰ 松井   一浩 三木GC

清水   正貴 ﾀｰﾄﾙｴｰｽGC 山崎   良哉 ﾀﾞｸﾀﾘAMC

坂本   雄一 ｺﾞﾙﾌｽﾃｰｼﾞ 田村       圭 笠取ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ

村田　 靖司 日野 庵　　  尚夫 法隆寺

阿部   剛丈 ﾌﾘｰ 阿部   裕樹 ﾌﾘｰ

西尾   全司 ﾍﾞﾌｺﾞﾙﾌｶﾚｯｼﾞ 山本   善朗 ﾌﾘｰ

前田   真秀 ﾌﾘｰ 中村   龍明 菰野倶楽部

荒木 　一実 万壽 中林　 浩之 万壽

日髙   将史 ﾌﾘｰ 横川   弘大 ﾌﾘｰ

村上   克佳 ﾍﾞﾌｺﾞﾙﾌ 高山   準平 TOSHIN

田村   優行 ﾌﾘｰ 吉田   泰典 ﾌﾘｰ

吉本 　隆弘 万壽 山本   晃裕 ﾑﾛｳ36

大田和桂介 ﾌﾘｰ 山本   隆允 ﾌﾘｰ

山下   英治 夜須高原CC 由岐   知平 愛知CC

森杉   大地 ﾌﾘｰ 原田   大介 ﾌﾘｰ

１． アマ・・・5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。（FAX：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、阿騎野ゴルフ倶楽部（TEL：0745-83-3939）へ連絡すること。 競技委員長　河井　弘昌
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平成24年度　第78回　関西オープンゴルフ選手権競技　予選競技　　
会場B　組合せ・スタート時刻表
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