
２０２１年度　関西オープンゴルフ選手権　予選競技
第３会場　組合せ・スタート時刻表

高室池ゴルフ倶楽部
１４８人（アマ ５１人、プロ ９７人）

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

＠阿部　文彦 小野 ＠世良田　紘平 タカガワオーセント ＠泉　佳宏 オリムピック ＠大島　琥太郎 東城陽

1 7:30 佐藤　宇紘 ＲＩＺＡＰ 11 9:00 ＠森本　佑樹 ジュニア会員 20 7:30 細野　勇策 朝陽 30 9:00 ＠佐光　獅士 ジュニア会員
勝俣　陵 ＪＰアセット証券 佐藤　えいち フリー 石川　元樹 フリー 松田　聖司 フリー

 根津　吉寛 三木  岩渕　輝起 品野台  小川　厚 サンヒルズ  奥田　健司 青山ゴルフ練習場
＠楠本　祐太 有馬ロイヤル ＠新井　将文 宮津 ＠西川　義公 芦屋 ＠那須　亮介 兵庫県連盟

2 7:39 今井　陽介 Ｒ.Ｅ.ＷＯＲＫＳ 12 9:09 林元　将崇 フリー 21 7:39 金子　徳馬 センチュリー・シガ 31 9:09 渡部　光洋 やしろ東条
滝口　雅雄 Ｌｅｇｒａｎｄｃｉｅｌ 岡本　諒興 フリー 水島　大輔 フリー 髙瀬　篤史 フリー

 桧垣　豪 新堂島ビル 樫本　剛平 フラットオーク 谷本　蓮 フリー 都間　克則 フリー
＠塩月　純生 オータニにしき ＠重友　稜央 大阪学院大学 ＠楠田　常乃 山東 ＠松田　正史 滝川第二高校

3 7:48 内海　道生 フリー 13 9:18 ＠藤澤　聖太 ジュニア会員 22 7:48 河合　庄司 フリー 32 9:18 ＠寺澤　凌輝 ジュニア会員
木下　泰宏 医療法人泰伸会 高橋　敏生 フリー 原　周平 太平洋・六甲 松本　成太 太田染工ゴルフシティ

 勝亦　悠斗 ＩＴＳ 板東　篤司 フリー 川口　雅晴 フリー  三田　真弘 フリー
＠大田　龍一郎 西宮高原 ＠渋川　煌 山東 ＠宇保　隆 西宮高原 ＠葛井　翔矢 個人

4 7:57 森　祐紀 小野 14 9:27 ＠源　桂祐 ジュニア会員 23 7:57 北國　譲斗志 中森かいてき薬局 33 9:27 ＠庄内　太我 大阪学院高校
倉敷　優磨 青山ゴルフ練習場 古川　雄大 フリー 瀧山　侑輝 フリー 榎本　剛志 オーケーエス･エンタープライズ

 亀代　順哉 フリー  坂牧　優太 結樹工業  岩元　洋祐 加古川  菊田　奨 フェニックス
＠前川　哲彦 小野 ＠上野　麟欧 サンロイヤル ＠利川　邦浩 六甲国際 ＠上野　愉仁 サンロイヤル

5 8:06 鶴谷　竜一 東弘ビルサービス 15 9:36 ＠角江　勇稀 ジュニア会員 24 8:06 川崎　慧士 ＪＯＹＸ上月 34 9:36 ＠仲間　遼真 滝川第二高校
高橋　慧 ゼゴビアゴルフクラブイン千代田 小林　丈大 麻生飯塚 桐島　崇文 フリー 池見　和輝 フリー

 富本　虎希 フリー  岡田　絃希 フリー  三倉　誠生 ＴＭＬ  中山　達徳 ＡＢＣ
＠吉田　量 西宮高原 ＠富永　球道 東条の森 ＠永井　健一 佐用スターリゾート ＠鶴久　慧 個人

6 8:15 皆本　祐介 中西造船 16 9:45 河　尊永 フリー 25 8:15 申　　雄 フリー 35 9:45 ＠石原　龍之介 ジュニア会員
松本　将汰 フリー 近藤　浩紀 小野 鈴木　敬太 銀座コバウ 中島　旺 フリー

 足立　佳樹 亀岡 太田　直己 フリー 小西　健太 フリー  中村　拓 ＧＰ大分
＠池田　拓己 茨木髙原 ＠有岡　秀真 近畿大学 ＠中川　怜次 彦根総合高校 ＠竹中　吉廣 加西

7 8:24 石川　裕貴 フリー 17 9:54 ＠藪　凌一 ジュニア会員 26 8:24 奥田　真司 青山ゴルフ練習場 36 9:54 ＠山下　和将 ジュニア会員
安森　一貴 オータニ広尾 服部　猛 オリムピック 橋本　健太ﾕｰｼﾞｰﾝ 西日本ビルド 大塚　智之 光洋会三芳病院
砂川　公佑 フリー  小浦　和也 フリー  宇佐美　秀樹 読売ゴルフ  松田　篤 フリー
＠阿部　英彦 有馬 ＠Nicholas Adrian Sutanto 個人 ＠大嶋　港 神有 ＠沢井　正光 西宮高原

8 8:33 冨田　正行 高室池 18 10:03 ＠東野　秀馬 ジュニア会員 27 8:33 新井　清貴 フリー 37 10:03 ＠船岡　誠志郎 ジュニア会員
遠藤　彰 フリー 村上　拓海 フリー 中山　絹也 宮下製作所 髙橋　竜彦 浜通り交通

 前川　太治 54golf production  友次　啓晴 東広野 狩俣　昇平 フリー  大川　詩穏 ガーネット
＠村見　双汰 ＪＯＹＸ上月 ＠塚前　義廣 加西 ＠中野　識司 東条の森

9 8:42 照屋　佑唯智 まる 19 10:12 櫛山　勝弘 フリー 28 8:42 島野　璃央 ＨＯＧ
新木　豊 フリー 松田　高明 奈良柳生 関　将太 フリー

 石坂　友宏 日本ウェルネススポーツ大学 山浦　一希 フリー  作田　大地 片山津
＠大嶋　宝 神有 ＠西川　拓巳 富士小野

10 8:51 下家　秀翔 フリー 29 8:51 ＠福原　佑樹 東条の森
松村　景太 淡路 稲田　愛篤 玄海
榎本　泰治 フリー  下山　直樹 フリー

注）
1． アマ　・・・　上位 １４ 人 が最終予選競技への出場資格を得る。

プロ　・・・　上位 ５ 人 が本選への出場資格を得る。 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、
通過者にタイが生じた場合には、マッチングスコアカード方式で決定する。詳細は競技規定を参照のこと。 他者との間隔を２ｍ以上確保し、不要な会話を避けること。

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。 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。
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（加盟クラブ会員外

は個人）文書で、関西ゴルフ連盟へFAXすること。（FAX：06-6445-3558） 　✧ マスクを着用すること（プレー時は任意）
ただし、競技前日17時以降及び競技当日の場合は 　✧ 旗竿は刺したままのプレーを推奨
高室池ゴルフ倶楽部（℡：0795-42-8100） へ連絡すること。 　✧ 開催クラブの感染防止対策を遵守すること

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。 　✧ ハーフターン時の軽食販売 ： 無
5． 指定練習日のプレーは指定ティーイングエリアを使用、ボールは一球でプレーすること。
6． クラブハウス開場は、６：００です。

参加数

期　日
場　所

２０２１年３月１０日(水)

主催 ： 一般社団法人 関西ゴルフ連盟

【参加選手向け　留意事項】

競技委員長 林　孝之

＠アマチュア

アマチュア選手の参加賞のネームプレートは

後日お送りいたしますので、ご了承ください。


