
２０２０年度　関西ミッ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

琵琶湖カントリー倶楽部
１１５人 主催 ： 一般社団法人 関西ゴルフ連盟

No.1 Ｔｅｅ（栗東コース） No.10 Ｔｅｅ（三上コース）
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

安川　寛昭 滋賀Ｃ 神戸　優 甲賀 櫻井　賢 京都 安本　武弘 城陽

1 8:00 中村　重秋 日清都 9 9:12 野尻　慶久 信楽 16 8:00 長富　公守 美加ノ原 24 9:12 辻村　富和 オレンジシガ

宮原　渡 京都 小田桐　正治 京都 狩野　康之 城陽 池田　亨 日野
 安原　正夫 宇治  山本　良三 加茂  福岡　進 信楽  清瀧　好己 加茂

井本　圭恒 美加ノ原 赤井　仁司 加茂 銘苅　雅広 滋賀Ｃ 宇都宮　正喜 美加ノ原

2 8:09 星山　立男 亀岡 10 9:21 小野　健一 ＫＯＭＡ 17 8:09 今西　敏彦 奈良柳生 25 9:21 兵藤　晴男 日清都

山本　幸正 甲賀 鹿俣　義春 朽木 森下　進 美加ノ原 大矢　雅雄 東城陽
 土井　好一 オレンジシガ  松田　敏昭 木津川  富田　明 東城陽  川北　義治 宇治

松島　一十四 レイクフォレスト 渡邊　修二 加茂 北川　富重 ディアーパーク 森長　進 宇治田原

3 8:18 般谷　稔秋 加茂 11 9:30 藤原　達治郎 田辺 18 8:18 今村　道弘 宇治田原 26 9:30 西田　進 るり溪

愚川　昌宜 琵琶湖 甲斐　善博 滋賀Ｃ 山村　耕市 信楽 川畑　秀雄 信楽
 八木　末男 久美浜  森　幸司 奈良若草  木村　益清 加茂  棚田　眞夫 日野

亀田　宗一 ディアーパーク 東野　巖 ディアーパーク 葉山　寿一 ＫＯＭＡ 河村　和年 加茂

4 8:27 清水　信男 日清都 12 9:39 山口　良一 レイクフォレスト 19 8:27 山元　利男 近江 27 9:39 廣田　六郎 名神八日市

柳川　賢作 滋賀Ｃ 原田　芳朗 田辺 柴田　龍雄 城陽 川瀬　英敏 オレンジシガ
 奥野　重治 久美浜  大嶋　武司 信楽  田中　裕久 東城陽  衣笠　徹 大甲賀

金本　隆雄 ＫＯＭＡ 二見　辰伯 大津 杉原　吉彦 亀岡 長谷川　一雄 東城陽

5 8:36 原田　生一 大津 13 9:48 河出　宏 比良 20 8:36 神谷　明史 琵琶湖 28 9:48 橋本　貞男 甲賀

二十一　廣紀 亀岡 元山　晃 美加ノ原 鈴木　龍男 木津川 植田　美知行 関西Ｃ
 久次米　昇 月ヶ瀬  大藤　喜郎 奈良若草  中嶋　光男 日野  尾原　克已 宇治

金林　吉成 宇治田原 日下部　豊明 日清都 栗林　修 日野 八木　茂 美加ノ原

6 8:45 園田　博 タラオ 14 9:57 吉川　繁雄 ＫＯＭＡ 21 8:45 杉本　秀雄 信楽 29 9:57 岡　修 法隆寺

内田　信夫 東城陽 愚川　昌信 宇治 平井　洋一 飛鳥 河合　一義 関西Ｃ
 近藤　英雄 飛鳥  林　伸 宇治田原  中川　潔 日清都  

向山　昭三 奈良柳生 疋田　寛 東城陽 堀尾　敏夫 宇治田原

7 8:54 田嶋　好信 美加ノ原 15 10:06 荒川　喜代一 タラオ 　欠 22 8:54 村尾　憲一 美加ノ原

田中　康光 琵琶湖 橋本　吉昭 田辺 田畑　建一 グランベール京都

 金寧　太宗 城陽  稲田　孝治 関西Ｃ  橋本　武正 田辺

江本　正義 美加ノ原 水野　進一 オレンジシガ

8 9:03 伊藤　生光 朽木 23 9:03 石井　時雄 木津川

大林　春秀 亀岡 中藤　敏 名神竜王
 桑村　清一 皇子山  松井　浩 ＫＯＭＡ

体調が良くない場合は、自主的に出場を見合わせること。また当日は、同伴競技者等、 ※ 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、

他者との間隔を２ｍ以上確保し、不要な会話を避けること。 　　関西ゴルフ連盟へFAXすること。（FAX：06-6445-3558）

なお、会場への参加選手以外の来場（応援等）を原則禁止する。 　　ただし、競技前日17時以降及び競技当日の場合は琵琶湖カントリー倶楽部(℡：077-558-0121) 

　　へ連絡すること。

　　　　　・上着は不要で、プレースタイルでの来場可（ゴルフシューズ着用可） ※ クラブハウス開場は、６：３０です。

　　　　　・マスクを着用すること（プレー時は任意）

　　　　　・旗竿は刺したままのプレーを推奨
　　　　　・バンカーレーキの使用に代わり、足やクラブでならす事も可 １．ロッカー ・ コース売店 ： 通常通り営業

２．風　呂 ： シャワーのみ利用可
　　　　　・カード提出エリアは、クラブ（敷地）内全域とする。提出後は他者との密接・ ３．レストラン ： 時短営業（7時～17時）
　　　　　  密集を避け、委員の受付完了を確認すること ４．ハーフターン時の軽食販売 ： 有

参加数

期　日
場　所

２０２０年７月１４日(火)

競技委員長 北畠　哲夫

【参加選手向け　留意事項】

【琵琶湖ＣＣ 施設利用状況】

本競技の上位３７人が決勝競技

への出場資格を得る。

服装

ラウンド中

カード記入・提出


