
期　 日　　平成26年4月8日（火）

会　 場　　奈良柳生カントリークラブ

参加数　　131人（アマ25人、プロ106人） 主催：一般社団法人 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
島野　　嚴 奈良 阪　　幸樹 天野山 欠 森　　直樹 奈良の杜 大山　憲治 亀岡
鈴木　将太 奈良柳生CC 市原　弘大 フリー 宮田　貴之 甲賀CC 小島　亮太 明智GCひるかわG
王本　　勲 フリー 伊藤　誠道 フリー 都間　克則 月ケ瀬CC 杉山　明生 富士箱根CC
竹村　知也 名神栗東CC 近藤　浩紀 小野GC 李　　泰熙 フリー 長澤　伸哉 フリー
中村　壽成 城陽 久保　勇人 太閤坦 片桐　公秀 万壽 西川　義公 六甲国際
寺田　天我 フリー 小袋　秀人 戸塚CC 松田　高明 奈良柳生CC 中山　飛翔 フリー
河田　晋平 フリー 伊藤　慎吾 フリー 小畑　拓威 榊原GC 前粟藏　俊太 フリー
高瀬　篤史 フリー 桑原　克典 ミズノ（株） 北野上　知明 ヤマトCC 堀之内　豊 フリー
岩田　大河 ナパラ 山本　幸作 西宮高原 梶田　脩真 ムロウ36 根本　伊織 フリー
村岸　充雄 奈良柳生CC 中里　光之介 フリー 上森　大輔 城陽CC 加藤　龍太郎 フリー
靑木　康高 司菊水GC 廣田　恭司 フリー 梶村　夕貴 グランデージGC 多田　知広 フリー
甲斐　慎太郎 フリー 山内　拓也 ぎふ美濃CC 李　　亨俊 フリー 韓　　承洙 フリー
下家　秀翔 ジュニア会員 長田　洋志 フリー 永田翔太郎 ジュニア会員 中西　直人 NISSO
權　　成烈 フリー 長澤　　稔 フリー 北村　晃一 ミッションバレーGC 白倉　渉平 ゴルフステージフリオ
大西　　速 グランデージGC 橋本　龍位 フリー 久米　朗文 ひかり産業（株） 末永　一聖 フリー
長尾　仁志 伏尾GC 李　　同爀 KPGA 劉　　松圭 フリー 木場本　猛 西宮名塩ゴルフセンター
西脇　まあく 枚方国際 小林　佳則 富士OGMゴルフクラブ小野C 嶋谷　和真 ナパラ 山内　寿晃 愛宕原GC
田保　龍一 オークモントGC 神出　慈郎 １８PJ 武内　伸悟 オークモントGC 佐橋　寿樹 みずなみCC
澤﨑　安雄 信楽CC 廣内　　猛 フリー 姜　　東雨 フリー 新田　　充 フリー
谷岡　達弥 CRC白山ヴィレッジGC 島田　正士 ３６５GC 森杉　大地 フリー 田村　　圭 笠取ゴルフセンター
松本　正樹 ジュニア会員 山中　慎志 フリー 水島　大輔 大阪学院大学高校 川口　右京 センチュリー吉川GC
竹内　輝樹 フリー 成松　　亮 フリー 和田　章太郎 日本経済大学 野村　保文 GOLFカローレ
田中　一輝 オークモントGC 河　　尊永 フリー 小田　　新 Misumi 岩本　裕己彦 フリー
吉永　智一 フリー 松川　明敬 エスブランドゴルフアカデミー 宮垣　健司 （株）KCS 院京　幸太 フリー
藤井　龍典 興國学園高校 小川　将生 富士スタジアムGC 森下　　蓮 JOYX上月
宮﨑　亮他 フリー 田中　勝也 三鈴CC 尾野　仁啓 厚木国際CC
森井　晶紀 吉野CC 西田　雄哉 フリー 山下　文弥 KOMACC
秋葉　真一 関文グループ 武　　吉蔵 アコーディアゴルフ三島CC ・・・アマチュア
平瀬　瑞規 京都学園高校 松田　直也 北六甲
柳澤　誠司 フリー 齊藤　　潤 岐阜関CC
斉藤　智洋 ニューキャピタルGC 六峰　　武 三鈴CC
三宅　寛忠 姫路相生CC 新木　雄貴 フリー
野澤　竜次 皇子山 中道　和孝 北六甲
山田　龍太 （株）G&BROSS 皆本　祐介 フリー
三重野　里斗 大分CC 嘉数　光倫 エナジック
杉浦　　斎 富士スタジアムGC 出石　幸喜 ゴルフパラダイス関西
福山　功太 朽木 上田　純也 京阪
石丸　昌史 フリー 手塚　周作 伊藤製菓
浅地　洋佑 フリー 田中　佑宜 フリー
岩元　洋祐 加古川GC 河野　晃一郎 エコー電子（株）

１． アマ・・・　7位タイまでが最終予選の出場資格を得る。（申込み締切時点の人数により決定） 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・・・  5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、奈良柳生カントリークラブ（TEL：0742-93-0789）へ連絡すること。 競技委員長　梶本　真也
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平成26年度　第80回　関西オープンゴルフ選手権競技　予選競技　　
会場C　組合せ・スタート時刻表

1 8:00 11 9:30 18 8:00 28 9:30

3 8:18 13 9:48 20 8:18

2 8:09 12 9:39 19 8:09 29 9:39

5 8:36 15 10:06 22 8:36 10:06

4 8:27 14 9:57 21 8:27 31 9:57

8:54 17 10:24 24

6 8:45 16 10:15 23

10 9:21 27 9:21

33 10:15
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