
日野ゴルフ倶楽部・キングコース
２６クラブ　（１５６人） 主催 ： 一般社団法人関西ゴルフ連盟

No.1 Ｔｅｅ No.10 Ｔｅｅ
組 START PLAYERS 所属ｸﾗﾌﾞ 組 START PLAYERS 所属ｸﾗﾌﾞ 組 START PLAYERS 所属ｸﾗﾌﾞ 組 START PLAYERS 所属ｸﾗﾌﾞ

本澤　克教 美奈木 高本　拓真 オータニにしき 藏根　武光 美奈木 岸上　憲男 オータニにしき

1 7:30 向井順一郎 オークモント 11 9:00 中　　正芳 小倉 21 7:30 楠本　由人 オークモント 31 9:00 畑上　純一 小倉

原　　克則 法隆寺 大仲　秀朋 グロワール 北浦　康守 法隆寺 兵毛　正人 グロワール

西尾　匡人 オリムピック 水口　淳司 ｸﾗｳﾝﾋﾙｽﾞ京都 大山　龍男 オリムピック 稲原　　勤 ｸﾗｳﾝﾋﾙｽﾞ京都

中島　浩史 オータニにしき 藤井　将彦 奈良国際 岡橋練太郎 オータニにしき 高山　辰男 奈良国際

2 7:39 青木　幸弘 奈良国際 12 9:09 坂本　　徹 六甲 22 7:39 梶本　真也 奈良国際 32 9:09 梅田　順久 六甲

正井　芳治 北六甲 河田　浩幸 加西インター 多賀　保夫 北六甲 岡田　幸也 加西インター

川上　浩司 名神栗東 安山　一秋 交野 中澤　　守 名神栗東 中川　一雅 交野

戸梶　幹夫 サンロイヤル 南　　聖祐 北六甲 田中　博一 サンロイヤル 安本　武弘 北六甲

3 7:48 中辻　厚雄 泉ヶ丘 13 9:18 夏江　正治 KOMA 23 7:48 奥中　貫視 泉ヶ丘 33 9:18 金本　隆雄 KOMA

阪口　浩司 小倉 中西　　浩 茨木国際 平川　末雄 小倉 嵯峨　　勝 茨木国際

灰山　　実 六甲 出口　昌克 山の原 徳山　厚植 六甲 梶山　　均 山の原

西海　元彦 KOMA 延安　伸二 オリムピック 葉山　寿一 KOMA 西村　司郎 オリムピック

4 7:57 正木　保行 ゴールデンバレー 14 9:27 仲岡　資郎 小倉 24 7:57 足立　元造 ゴールデンバレー 34 9:27 山田　照夫 小倉

中川　裕一 宇治田原 小島　康弘 甲賀 森長　　進 宇治田原 神戸　　優 甲賀

大原　嗣政 貴志川 鍵村　嘉男 日野 池田　頼彦 貴志川 今井　晃一 日野

三田　敬人 グロワール 塩月　純生 オータニにしき 橋本　司良 グロワール 瀬川　忠弘 オータニにしき

5 8:06 藤原　基裕 加西インター 15 9:36 高石　泰成 六甲 25 8:06 佐竹　啓一 加西インター 35 9:36 奥野　　誠 六甲

三好　成憲 茨木国際 武田　有広 茨木国際 尾上　益見 茨木国際 木本　登門 茨木国際

楊川　永吉 美加ノ原 長富　公守 美加ノ原

村松　和彦 甲賀 太田　浩年 奈良国際 橋本　貞男 甲賀 川本　吉昭 奈良国際

6 8:15 齋　英次郎 白鷺 16 9:45 森田　廣宣 KOMA 26 8:15 山本　　學 白鷺 36 9:45 大島　安雄 KOMA

城本　成男 ｸﾗｳﾝﾋﾙｽﾞ京都 吉開　一臣 美加ノ原 山口　佳博 ｸﾗｳﾝﾋﾙｽﾞ京都 田嶋　好信 美加ノ原

前田　祐樹 交野 寺西　　明 白鷺 柿木　敏也 交野 石井　茂則 白鷺

堂本　将司 山の原 田中　政佳 北六甲 中村　和由 山の原 菊田　正武 北六甲

7 8:24 岩本　　憲 美奈木 17 9:54 桑田　博史 ゴールデンバレー 27 8:24 稲川　義雄 美奈木 37 9:54 船岡　　登 ゴールデンバレー

内田　和広 日野 橋本　隆生 加西インター 西村　幸喜 日野 中村　光浩 加西インター

  四方　雅春 ｸﾗｳﾝﾋﾙｽﾞ京都   井上　武夫 ｸﾗｳﾝﾋﾙｽﾞ京都

宇敷　秀二 オークモント 樋上　和喜 美奈木 長谷川英治 オークモント 金下　政弘 美奈木

8 8:33 百田　晴英 名神栗東 18 10:03 藤井　広文 名神栗東 28 8:33 三河　順一 名神栗東 38 10:03 大谷　泰雄 名神栗東

浦川　紀仁 ゴールデンバレー 水嶋　和彦 宇治田原 安保　峯雄 ゴールデンバレー 金林　吉成 宇治田原

秋田　安志 美加ノ原 井関　剛義 交野 宇都宮正喜 美加ノ原 加茂　礼一 交野

井上　忠勝 法隆寺 石川慎一郎 オークモント 杉田　征平 法隆寺 山中　　淳 オークモント

9 8:42 渡邊　慎弥 サンロイヤル 19 10:12 福見　輝久 サンロイヤル 29 8:42 八塚久佐志 サンロイヤル 39 10:12 福田　正年 サンロイヤル

藤岡　　健 宇治田原 田畑　惠司 貴志川 岸　　勝彦 宇治田原 西村　泰光 貴志川

木ノ下誠司 甲賀 瀬田　靖人 山の原 西谷　良美 甲賀 前田　信輔 山の原

田中　雅登 オリムピック 森田　典博 法隆寺 丹羽　俊一 オリムピック 辻　　温士 法隆寺

10 8:51 西原　健二 泉ヶ丘 20 10:21 吉金　成彦 泉ヶ丘 30 8:51 小林　正治 泉ヶ丘 40 10:21 巴山　　博 泉ヶ丘

竹中　　優 貴志川 小倉　　守 グロワール 東　　哲朗 貴志川 田中　　進 グロワール

寺西　俊人 白鷺 徳田　敏行 日野 柏木　　佳 白鷺 岡　藤太郎 日野

【主催競技服装規定】
注)　1. 指定練習日のプレーは指定ティ-インググラウンドを使用し、ボールは1球でプレーすること。 1. 基本的な考え方：あくまでもﾋﾞｼﾞﾀｰであることを忘れず、開催ｸﾗﾌﾞの規定に従い、会員や全てのﾌﾟﾚｰﾔｰが不快に思われるような服

2. 健康上・安全上、帽子を着用すること。 装は慎んで下さい。昨今は服装の乱れが目立ちますので、競技者の皆さんにおかれては、以下の服装規定等を遵守して下さい。

3. 選手変更は、競技開始(第1組スタート）１０分前までに、所定の様式で競技委員長に 2. 入場時：上着（ｼﾞｬｹｯﾄまたはﾌﾞﾚｻﾞｰ)を着用、ｳｨﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰやﾌﾞﾙｿﾞﾝ類は、不可です。酷暑期には着用を求めない

届け出ること。ただし、登録選手Ｎｏの変更は認めない。 ｸﾗﾌﾞもありますができるだけ着用してください。また、ｽﾆｰｶｰ、ｽﾘｯﾊﾟ、ｻﾝﾀﾞﾙ類での入場は厳禁です。

4. 主催競技服装規定を遵守すること。（右記） 3. プレー時：(1)襟付きのｽﾎﾟｰﾂｼｬﾂを着用、ﾊｲﾈｯｸの場合は襟高3cm以上のものとして下さい。（Tｼｬﾂと見間違えるものは厳禁)

5. クラブハウス開場は６：００です 　　　　　　　　また、ｼｬﾂの裾は外に出さないようにして下さい。(ただし、女性用でｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾗｳｽ様式のものは例外とする）

6. 組合せはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.kgu.gr.jp)でも公開しています。 　　　 　　　(2)酷暑期の半ｽﾞﾎﾞﾝは着用可ですが、男性は必ずﾊｲｿｯｸｽを着用して下さい。

　　　　　　　　なお、ﾃﾆｽ用ﾊﾟﾝﾂや男性の膝下までのﾊﾟﾝﾂ、女性用のﾎｯﾄﾊﾟﾝﾂは不可です。

　 　　　　　(3)ﾀｵﾙを肩にかけたり、首に巻きつけるなどの行為は慎んで下さい。

　　 　　　　(4)安全上、健康上、必ず帽子を着用下さい。（ただし、ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ内は脱帽)

4. プレー後：ﾌﾟﾚｰ時よりも正装にするのが原則です。従って、男子の半ｽﾞﾎﾞﾝや膝下までのﾊﾟﾝﾂ、Tｼｬﾂ等の軽装は不可です。

5. 携帯電話：ｺｰｽ内は勿論のこと、ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ内での使用も慎んで下さい。

競技委員長 北畠　哲夫

参加数

期　日
会　場

平成２４年度　インタークラブ競技決勝
組合せ・スタート時刻表

平成24年9月7日(金)

http://www.kgu.gr.jp/

