
２０２１年度　関西ミッドアマチュアゴルフ選手権　決勝競技
第１日　組合せ・スタート時刻表

加古川ゴルフ倶楽部
１２６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

村松　和彦 甲賀 今井　秀樹 京都 石川　大 日野 井上　高明 白浜

1 7:30 玉川　竜 東条の森 9 8:42 川口　明浩 北六甲 17 7:30 菊本　裕司 法隆寺 25 8:42 正木　仁 旭国際宝塚

一色　正太郎 ＡＢＣ 高原　拓也 ＪＯＹＸ上月 朝倉　博昭 万壽 松本　宗弘 阿騎野

 伊東　英紀 オータニにしき  橋本　晃知 四条畷  鈴木　雅博 有馬ロイヤル  池見　健 サンロイヤル

飯田　泰光 ジャパンビレッジ 福本　徹 滝野 都　和馬 山の原 笠嶋　直樹 メイプルヒルズ

2 7:39 和田　真 八重桜 10 8:51 中土　靖 宝塚 18 7:39 平野　匡史 京都 26 8:51 奥松　良太 パブリック

宮谷　佳宏 クラウンヒルズ京都 岩本　守 関西軽井沢 酒見　俊之 播磨 木下　光学 北六甲

 河合　敬太郎 メイプルヒルズ  宮里　吉一 堺  有村　篤 阿騎野  川中　邦年 甲賀

中部　隆 廣野 田中　陽介 白鷺 齋藤　久富 太平洋・六甲 前川　竜璽 旭国際宝塚

3 7:48 石川　慎一郎 オークモント 11 9:00 野村　茂 サンロイヤル 19 7:48 本澤　良章 飛鳥 27 9:00 加登　隆太 ＡＢＣ

川崎　直樹 阿騎野 平山　大介 有馬ロイヤル 加藤　時彦 神戸グランドヒル 大門　篤史 よみうり 　欠

 西村　仁成 法隆寺  紀伊埜本　馨 泉佐野  牧野　健二 チェリーヒルズ  西村　文秀 東条の森

星山　一也 城陽 前川　政広 国木原 芝田　康司 デイリー信楽 北谷　孝幸 播磨

4 7:57 東原　雅典 北六甲 12 9:09 馬場　謙太郎 東広野 20 7:57 石口　勝治 神有 28 9:09 寺口　真一郎 関西Ｇ

播戸　篤志 佐用スターリゾート 井坂　直樹 泉佐野 西坂　文章 泉ヶ丘 武田　有広 廣野

 森田　賢司 よみうり  河田　浩幸 加西インター  長田　博昭 グランデージ  山本　才浩 グランデージ

赤木　和彦 洲本 南　聖祐 北六甲 小田原　敏弘 日野 本澤　克教 奈良国際

5 8:06 吉本　隆弘 万壽 13 9:18 玉山　勇三 岸和田 21 8:06 永井　大介 加古川 29 9:18 津村　英明 天野山

横田　健一 パインレーク 田畑　惠司 貴志川 水津　剛 茨木髙原 柳田　秀樹 青山

 黒田　修司 岸和田  髙本　大士 六甲  朝田　忍 三木セブン  細川　卓 京都

千代　直人 甲賀 熊谷　直之 春日台 田中　政佳 交野 平山　龍一 有馬ロイヤル

6 8:15 大原　嗣政 貴志川 14 9:27 加藤　肇悟 北六甲 22 8:15 岸添　幸治 滝野 30 9:27 香月　健太 堺

宇野　孝二 宇治田原 西垣　聡則 デイリー信楽 飯村　幸範 京都 木村　泰久 八重桜

 濵田　卓弥 ゴールデンバレー  原　武 日清都  中圖　基晴 大阪  服部　裕司 オリムピック

一瀬　英次 れいせん 山本　秀樹 関空クラシック 井関　剛義 交野 中川　直紀 北六甲

7 8:24 宮本　晃次 レイクフォレスト 15 9:36 世良田　紘平 タカガワオーセント 23 8:24 三上　陽二郎 滝野 31 9:36 中村　廣 花屋敷

山田　純司 グランデージ 森　寛樹 紀伊高原 植本　一 ゴールデンバレー 芦田　義孝 マダムＪ

 元生　克久 オリムピック  濵田　光邦 奈良ロイヤル  中塚　了資 青山  姜　優 城陽

阪　幸樹 六甲国際 村田　靖司 ザ・カントリー 辻田　晴也 泉佐野 岸本　伊和男 交野

8 8:33 塩月　純生 オータニにしき 16 9:45 夜久　晃之 信楽 24 8:33 髙田　弘司 滝野 32 9:45 奥中　基晃 茨木

水島　孝昌 奈良若草 安福　智 オレンジシガ 森本　与公 京阪 村上　誠 信楽

 玉木　康治 信楽  　 　  竹田　幸祐 鳴尾  　 　

　※ ３６ホールを終わり、上位７０位タイまでの者が第３ラウンドに進出。 
　※ 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技（11/17～19・スプリングフィールドGC）への出場資格者は上位２１人とする。
　※ 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。 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、加古川ゴルフ倶楽部 (℡：079-428-2111) 

　　　へ連絡すること。 　✧ マスクを着用すること（プレー時は任意）
　※ 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。 　✧ 旗竿は刺したままのプレーを推奨
　※ 指定練習日のプレーは指定ティーインググエリアを使用、ボールは一球でプレーすること。 　✧ 開催クラブの感染防止対策及び服装規定を遵守すること
　※ クラブハウス開場は、６：００です。 　✧ ハーフターン時の軽食販売 ： 有

２０２１年１０月１３日(水)

参加数

期　日
場　所

【参加選手向け　留意事項】

競技委員長 川村　典之
NEW J-sysへの本競技のスコア入力については KGUが全選手分を

後日一括で行うので、 各所属クラブや個人では入力しないこと。


