
２０２１年度　関西ミッドアマチュアゴルフ選手権　予選競技
第３地区　組合せ・スタート時刻表

よみうりカントリークラブ
１４８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

齋藤　久富 太平洋・六甲 神代　和輝 サングレート 宇保　隆 西宮高原 灰山　実 チェリーヒルズ
1 7:30 吉田　量 西宮高原 11 9:00 朝田　忍 三木セブン 20 7:30 貴志　彰英 宝塚 30 9:00 赤井　一隆 美奈木

髙本　大士 六甲 染谷　啓 新宝塚 鎌田　浩一郎 旭国際宝塚 宇田　誠 千刈
 井ノ上　昇吾 よみうり  植田　治一郎 西宮  北浦　克真 三木よかわ  曽田　雄司 新宝塚
北浦　佑亮 三木よかわ 松尾　大 オリムピック 大門　篤史 よみうり 加藤　時彦 神戸グランドヒル

2 7:39 安堂　誠孝 関西クラシック 12 9:09 中村　栄樹 花屋敷 21 7:39 加藤　弦 美奈木 31 9:09 谷添　剛士 美奈木
松尾　和晃 旭国際宝塚 大田　龍一郎 西宮高原 三原　清男 サングレート 井江　孝介 六甲

 宇都宮　受仁也 美奈木  森本　一晶 よみうり  李　健鵬 センチュリー三木  谷口　攻 西宮高原
馬場　謙太郎 東広野 寺口　真一郎 関西Ｇ 喜田　徹 神戸グランドヒル 石田　良啓 サングレート

3 7:48 鈴木　詠人 美奈木 13 9:18 北林　格 旭国際宝塚 22 7:48 元生　克久 オリムピック 32 9:18 飯尾　友一郎 加西インター
若原　康正 西宮 竹尾　吉主 オリムピック 武田　泰樹 加西 乾　佳男 よみうり

 久保　敦志 宝塚高原  杉山　繁貴 新宝塚  木下　豊 サングレート  藤井　栄治 旭国際宝塚
藤原　基裕 加西インター 山﨑　皓平 三木 延安　伸二 オリムピック 中村　廣 花屋敷

4 7:57 木原　敏夫 オリムピック 14 9:27 佐藤　佳伸 花屋敷 23 7:57 藤田　剛士 太平洋・六甲 33 9:27 武田　有広 廣野
森田　賢司 よみうり 長井　邦雄 よみうり 藤原　慎吾 サングレート 小野　貴大 西宮高原

 宮崎　定智 神戸三田  西村　忠治 加西  奥田　祐司 旭国際宝塚  廣瀬　哲三 宝塚クラシック
田中　康太 三木 山本　幸作 西宮高原 坂本　徹 六甲 岩本　憲 美奈木

5 8:06 牧野　健二 チェリーヒルズ 15 9:36 鍵田　佳成 太平洋・六甲 24 8:06 脇坂　泰行 美奈木 34 9:36 寺本　洋一 チェリーヒルズ
辛嶋　和英 加西インター 長部　宏親 芦屋 福岡　正晃 廣野 竹林　由浩 西宮

 結家　正和 西宮高原  石崎　領一 美奈木  畑中　祐介 西宮高原  黒石　龍旗 愛宕原
中部　隆 廣野 間庭　一樹 関西Ｇ 陸橋　秀規 美奈木 高石　泰成 六甲

6 8:15 内田　洋輔 千刈 16 9:45 岩崎　正晃 三木よかわ 25 8:15 泉　佳宏 オリムピック 35 9:45 河田　浩幸 加西インター
水野　雅夫 オリムピック 塚前　義廣 加西 西田　佳弘 関西Ｇ 服部　裕司 オリムピック

 三井　貴之 宝塚けやきヒル  鹿塚　光秀 新宝塚  中村　嘉孝 旭国際宝塚  安冨　治長 美奈木
鶴田　彰二 廣野 吉田　智行 ライオンズ 荒川　眞 オリムピック 岩本　孝志 美奈木

7 8:24 東田　康広 新宝塚 17 9:54 岩見　英星 太平洋・六甲 26 8:24 松原　伸幸 チェリーヒルズ 36 9:54 仲　晃一 宝塚
西川　義公 芦屋 鶴谷　尚昭 旭国際宝塚 杦本　秀央 美奈木 佐藤　雄史 ライオンズ

 北浦　敬二 美奈木  川木　智史 チェリーヒルズ  黒木　甲太 愛宕原  田村　光平 旭国際宝塚
榎本　剛之 廣野 戸貝　尚希 オリムピック 安喜　正満 関西Ｇ 篝山　佑二 新宝塚

8 8:33 東谷　佳治 神戸グランドヒル 18 10:03 磯部　泰邦 廣野 27 8:33 上田　貴文 三木 37 10:03 吉川　英樹 タカガワオーセント

木村　武史 美奈木 見野　博太郎 美奈木 下内　優 千刈 長谷川　義高 西宮
 吉田　修 宝塚高原  大西　正人 サングレート  寺本　達也 西宮高原  宮地　浩 チェリーヒルズ
前川　竜璽 旭国際宝塚 大塚　崇史 有馬 　欠 小瀬　翔也 宝塚高原

9 8:42 田嶋　康次郎 六甲 19 10:12 伊藤　亮志 宝塚 28 8:42 森本　直樹 播州東洋
赤松　誠之 新宝塚 佐藤　学 太平洋・六甲 横川　信夫 新宝塚

 川見　洋史 加西  髙橋　正悟 チェリーヒルズ  上田　昌弘 西宮
世良田　紘平 タカガワオーセント 力石　岳彦 サングレート

10 8:51 田口　具芳 廣野 29 8:51 清水　俊昌 六甲
川端　一幸 関西Ｇ 奥内　祥文 三木

 柴田　英智 芦屋  森　達也 美奈木

１． 本競技の上位１７人が決勝競技への出場資格を得る。
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。 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、
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、 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、よみうりカントリークラブ(℡：0797-61-0112) 
　　 へ連絡すること。 ・マスクを着用すること（プレー時は任意）
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。 ・旗竿は刺したままのプレーを推奨
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。 ・開催クラブの感染防止対策を遵守すること
６． 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

主催 ： 一般社団法人 関西ゴルフ連盟

２０２１年９月１４日(火)

【参加選手向け　留意事項】

参加数

期　日
場　所

競技委員長 阪田　守司

★参加賞のネームプレートは後日所属クラブあてに

お送りいたしますのでご了承ください。★

名神高速集中工事にご注意ください。

（吹田ＩＣー瀬田東ＪＣＴほか）


