
平成２５年度　　関西アマチュアゴルフ選手権　決勝競技
第４日　組合せおよびスタート時刻表

期  日： 主催：一般社団法人 関西ゴルフ連盟

場  所： 田辺カントリー倶楽部

１番からスタート

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

1 8:00 貝田　勝之 六甲国際 226 瀬田  靖人 山の原 226 山川　修主 奈良若草 226

2 8:08 中村　匠汰 山の原 224 三好　成憲 茨木国際 225 増本　有作 大宝塚 225

3 8:16 石川慎一郎 ｵｰｸﾓﾝﾄ 224 坂井　英二 ﾚｵｸﾞﾗｰﾄﾞ 224 岩井　　駿 大手前大学 224

4 8:24 寺西　　明 白鷺 223 西村　　涼 大阪商業大学高校 223 豊田　陽祐 兵庫県連盟 223

5 8:32 田中　政佳 北六甲 222 笹川  隆司 よみうり 222 森中　健介 有馬 223

6 8:40 伊藤　慎吾 大阪学院大学 222 橘高　寿明 赤穂 222 丸石　勝也 高室池 222

7 8:48 土肥　宣夫 小野ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 221 正木    仁 聖丘 221 井関　剛義 交野 222

8 8:56 松原　大輔 朽木 220 宮本　晃次 ﾚｲｸﾌｫﾚｽﾄ 221 水野眞惟智 同志社大学 221

9 9:04 東原　雅典 北六甲 219 川口  明浩 ｸﾞﾛﾜｰﾙ 220 木下　稜介 大阪学院大学 220

10 9:12 寺田　天我 シプレ 218 南　　大樹 兵庫県連盟 219 下家　秀翔 大阪学院大学高校 219

11 9:20 中辻　厚雄 泉ヶ丘 218 山本　　豪 三日月 218 松村　大輝 大阪学院大学 218

12 9:28 大堀裕次郎 ﾑﾛｳ36 216 宮内　正人 小倉 217 小斉平優和 朽木 218

13 9:36 原田　　凌 大阪学院大学 213 佐藤　大平 神有 215 榎本　剛志 関西学院大学 215

１０番からスタート

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

14 8:00 渡邊　将人 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊﾞﾚｰ 226 大野　由真 推薦 226 竹村　弘平 加茂 227

15 8:08 豊山　　良 ナパラ 227 小寺　健大 大阪学院大学高校 227 竹山　昂成 JOYX上月 228

16 8:16 徳永　圭太 大阪学院大学 228 竹田　弘登 ナパラ 228 古澤　聖二 信楽 228

17 8:24 森　　祐紀 甲南大学 228 久保田皓也 洲本 228 下山　　誠 ﾀｶｶﾞﾜｵｰｾﾝﾄ 228

18 8:32 濱名　一成 朝日 228 星山　一也 美加ノ原 229 平山　壮大 大阪学院大学 230

19 8:40 青山　　剛 大阪学院大学 230 髙橋　誠人 紀伊高原 230 戸貝　尚希 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸ 230

20 8:48 竹中　　優 貴志川 230 小猿  裕之 聖丘 231 宇野　孝二 宇治田原 231

21 8:56 中西    勝 ベニー 231 大山　龍男 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸ 231 伊波　宏隆 大阪学院大学 232

22 9:04 本澤　良章 飛鳥 232 吉田　智行 ﾗｲｵﾝｽﾞ 232 片桐　公秀 万壽 232

23 9:12 岩田　大河 ナパラ 233 本澤　克教 美奈木 233 中村　忠彦 泉ヶ丘 234

24 9:20 松田　一将 奈良 235 青野憲太郎 日野 235 亀谷　龍也 西宮六甲 235

25 9:28 宇都宮正喜 美加ノ原 236 松下　涼馬 朽木 236 金下　政弘 美奈木 239

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

田辺カントリー倶楽部（℡：0774-62-1334）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。

表彰式後に日本アマチュ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必ず出席すること。

  

競技委員長 野村　　惇

（　参加者75人　）
平成25年5月31日(金)


