
平成２８年度　関西グランドシニアゴルフ選手権　予選競技
第２地区　組合せ・スタート時刻表

田辺カントリー倶楽部
１４４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

松村　弘二 万壽 石田　　智 朽木 太田　真宏 岬 木下　伸二 奈良万葉
1 7:30 米澤　　弘 交野 10 8:51 小林　幸吉 比良 19 7:30 内田　年弥 東城陽 28 8:51 河原林忠紘 皇子山

永松　　高 田辺 田向　忠憲 京阪 西森　幸男 ｵﾚﾝｼﾞｼｶﾞ 福田　　泰 奈良OGM
 川端　哲嘉 東城陽 太田　　優 天野山 吉田　直邦 宇治田原  北川　須義 ｵﾚﾝｼﾞｼｶﾞ

西村　幸喜 日野 河本　　攻 ｵｰｸﾓﾝﾄ 和田　忠彦 ヤマト 横田　康夫 奈良
2 7:39 谷口　寛之 ｺﾑｳｯﾄﾞ 11 9:00 佐藤　重義 ﾒｲﾌﾟﾙﾋﾙｽﾞ 20 7:39 藤原　秀信 交野 29 9:00 森下　　進 美加ノ原

中山　照雄 東城陽 内藤　一馬 奈良國際 橋本　武正 奈良万葉 平山　広一 KOMA
 濱村　　勝 八重桜 大儀　文雄 四条畷 宇野　　稠 るり溪  佐々木光昭 れいせん

五味　一二 きさいち 長谷　　治 奈良OGM 河合　一義 関西C 上野　雅史 タラオ
3 7:48 島野　綱靖 新奈良 12 9:09 濱口　　博 泉ケ丘 21 7:48 岩田　耕典 奈良OGM 30 9:09 田中　　均 宇治

久保　　清 天野山 松岡　秀樹 亀岡 北尾　惠見 花吉野 永井　正美 奈良國際
 荷福　静海 泉ケ丘 岩尾　　徹 天野山 金田　伊織 太閤坦  平　　　貢 東城陽

楠本　由人 ｵｰｸﾓﾝﾄ 中山　　旭 きさいち 清水　行雄 月ヶ瀬 高畠　勝治 阪奈
4 7:57 中道　重幸 奈良OGM 13 9:18 山千代正芳 ﾃﾞｨｱｰﾊﾟｰｸ 22 7:57 京谷　　謙 新奈良 31 9:18 柿西　睦史 亀岡

稲田　孝治 関西C 追田　和之 有田東急 平田　征雄 八重桜 田村　光男 ﾚｲｸﾌｫﾚｽﾄ
 中野　　弘 皇子山 藤澤　明生 田辺 北川　喬俊 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｰｼﾞ  頓宮　敦雄 瑞穂

北山　久典 貴志川 辻本　廣行 奈良の杜 伊勢田善昭 ｸﾞﾛﾜｰﾙ 盛井　基義 ﾃﾞｨｱｰﾊﾟｰｸ
5 8:06 廣瀬寛一郎 枚方国際 14 9:27 生嶋　誠二 枚方 23 8:06 橋本　吉昭 田辺 32 9:27 赤澤　秀典 枚方

上田　昌弘 春日台 北岡　晴夫 城陽 志村　芳光 ﾚｲｸﾌｫﾚｽﾄ 坂本　雅孝 ｵｰｸﾓﾝﾄ
 佐々木貞夫 日野 松野　敏幸 八重桜 熱川　健二 国木原  長尾　　明 サンリゾート

北川　富重 八重桜 新井　敏弘 美加ノ原 ニ十一廣紀 亀岡 大杖　英一 枚方
6 8:15 松浦　謙二 れいせん 15 9:36 成松　　正 ﾗﾋﾞｰﾑ白浜 24 8:15 辻本　秋彦 阪奈 33 9:36 北原　庸男 るり溪

江本　清吉 KOMA 原　　忠顯 聖丘 宇治　　忠 枚方 岸本　二良 交野
 坂口　博翁 京都 南　　信行 紀の国 中村　　稔 天野山  花木　　昭 信楽

神戸　　優 甲賀 留河　　猛 泉ケ丘 田上　裕弘 新奈良 堀　　　修 天野山
7 8:24 仲田　陽一 ﾃﾞｨｱｰﾊﾟｰｸ 16 9:45 池田　　勉 岸和田 25 8:24 岩谷　日新 美加ノ原 34 9:45 西田　　進 るり溪

甲元　国雄 八重桜 梅津　嘉市 奈良OGM 大坂　雅己 関西C 勝井　建彦 田辺
 葛西　徳蔵 田辺 村田　　肇 八重桜 村島　一彌 田辺  林　　義定 新大阪

亀井　淳美 東城陽 橋本　一夫 大阪 杉田　征平 法隆寺 星山　立男 亀岡
8 8:33 池田　　優 月ヶ瀬 17 9:54 奥村　義美 橋本 26 8:33 初田　信亜 奈良OGM 35 9:54 藤原達治郎 田辺

小林　英明 四条畷 宮川　昭宣 交野 小野　秀太 田辺 中山　克之 交野
 井上　信達 聖丘 森崎　　中 泉ケ丘 吉田　弘伸 亀岡  井原　富男 滋賀C

大島　安雄 KOMA 宮﨑　　周 協和 谷　　征一 交野 般谷　稔秋 加茂
9 8:42 上辻　秀和 奈良國際 18 10:03 楠　　昭義 八重桜 27 8:42 阪井　清次 岬 36 10:03 棚田　眞夫 日野

阪口良之進 岸和田 興山　紀男 東城陽 山﨑　清士 泉ケ丘 内田　　忽 国木原
 梯　　憲治 皇子山 森本　秀商 飛鳥 渡部　哲夫 れいせん  織田　菶雄 ﾚｲｸﾌｫﾚｽﾄ

注） 【主催競技服装規定】　
1． 本競技の上位 ５４ 人 が決勝競技への出場資格を得る。 基本的な考え方 ： あくまでもビジターであることを忘れず、開催クラブの規定に従うこと。 参加選手は全ての
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。 ゴルファーの見本となるべく、他のプレーヤーが不快に感じるような服装は慎むこと。
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）文書で、 KGU主催競技参加にあたっては、以下の服装規定等を厳守すること。

関西ゴルフ連盟へFAXすること。（FAX：06-6445-3558） ✧季節に関わらずクラブハウスへの入退場時及び表彰式では必ずジャケットまたはブレザーを着用すること。
ただし、競技前日17時以降及び競技当日の場合は、田辺カントリー倶楽部 （℡：0774-62-1331） へ連絡すること。 （ウィンドブレーカーやブルゾン類不可）

4． 無断欠席の場合、来年度の本競技を含め1年間の競技出場を停止する。 ✧スニーカー、スリッパ、サンダル類での入退場は厳禁。
5． 指定練習日のプレーは指定ティーインググラウンドを使用、ボールは一球でプレーすること。 ✧プレー時には襟付きのシャツを着用し、裾は外に出さないこと。（Tシャツに類似した襟の小さいものは不可)
6． 主催競技服装規定を遵守すること。（右記） ✧迷彩柄のウェア、ポケットが膨らんだカーゴタイプ及びジーンズ（デニム）素材のボトムの着用は禁止。
7． クラブハウス開場は、６：００です。 ✧酷暑期に半ズボンを着用の場合は、ハイソックスを着用すること。また、膝下までの半ズボンは禁止。
8． 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。 ✧タオルを肩にかけたり、首に巻きつけるなどの行為は慎むこと。

✧安全上、健康上、必ず帽子・バイザーを着用すること。（クラブハウス内では脱帽)
✧コース内への携帯電話の持ち込みは不可。使用は開催クラブが認めた場所のみ可。
✧喫煙はティーインググラウンド周辺のみ可。
✧プレー後の服装も上記に準ずること。

競技委員長 河井　弘昌

参加数

期　日
会　場

平成２８年６月３０日(木) 90 周
年


