
2021年度　　関西オープンゴルフ選手権 　最終予選競技
第２日　組合せおよびスタート時刻表

（　参加者79人　）
期  日： 主催：一般社団法人 関西ゴルフ連盟

場  所：

１番からスタート

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

1 8:00 山下　勝将 近畿大学 72 落合　凌 関西学院大学 72 赤瀬　嵩幸 大阪学院大学 72 進藤　太雅 東条の森 72

2 8:09 河合　慈英 茨木国際 72 岸田　龍之介 阪奈 72 世良田　紘平 タカガワオーセント 72 仲間　遼真 滝川第二高校 72

3 8:18 松岡　翔大郎 甲南大学 71 重友　稜央 大阪学院大学 71 曽我　将志 ナパラ 71 和泉　健太郎 近畿大学 71

4 8:27 坂本　朋弘 オリムピック 71 西川　拓巳 富士小野 71 牛塚　海斗 奈良名阪 71 楠田　常乃 山東 71

5 8:36 藤井　想大 有馬ロイヤル 70 山本　大雅 個人 70 大嶋　宝 神有 71 石塚　祥成 個人 71

6 8:45 中村　鎌大 太平洋 70 井上　高明 パブリック 70 植田　剛央 ジュニア会員 70 上松　佑平 個人 70

7 8:54 光成　良治 関空クラシック 69 植田　晃大 奈良 70 蟬川　泰果 ライオンズ 70 岩田　大河 京都府協会 70

8 9:03 正木　仁 旭国際宝塚 69 藤原　直輝 有馬 69 尾崎　敬也 大甲賀 69 大嶋　港 神有 69

9 9:12 田中　裕真 美加ノ原 68 津田　浩平 個人 68 中澤　大樹 山東 69 岡山　史弥 同志社大学 69

10 9:21 亀井　康生 近畿大学 67 大橋　浩太朗 個人会員 67 中尾　亮太 ナパラ 67 宇喜多　飛翔 大阪学院大学 68

11 9:30 黒田　裕稀 ジュニア会員 64 竹山　昂成 個人 65 杉原　大河 神有 66 田中　伸乃輔 同志社大学 67

１０番からスタート

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

12 8:00 石田　徳和 山東 72 鈴木　滉世 個人 73 小野　貴之 近畿大学 73 阪　幸樹 天野山 73

13 8:09 辻田　晴也 泉佐野 73 真鍋　和馬 関西大学 73 葛井　翔矢 個人 73 長谷川　幸貴 大阪学院大学 73

14 8:18 玉木　海凪 滝川第二高校 73 太田　尭虎 山東 73 奥松　良太 ＪＯＹＸ上月 73 藤山　開晟 山東 73

15 8:27 竹下　綜一 美加ノ原 74 田中　愛士 大阪学院大学 74 上野　隼人 甲南高校 74 林　重翔 個人会員 74

16 8:36 千代　直人 甲賀 74 広山　雄大 ナパラ 74 鈴木　千貴 大阪学院大学 74 竹葉　光希 大阪学院高校 74

17 8:45 中村　光希 万壽 74 釣浦　郁真 関西大学 75 菊池　悠斗 大手前大学 75 樽井　友哉 岸和田 75

18 8:54 中田　康太郎 ナパラ 75 赤松　成眞 南紀白浜 75 和田　真 八重桜 75 左近　哲也 関空クラシック 75

19 9:03 平田　憲聖 信楽 75 池田　悠希 大阪学院大学 75 髙田　弘司 滝野 75 田村　泰治 サングレート 75

20 9:12 石川　大翔 大阪学院大学 75 仁木　卓磨 加茂 75 永田　航大 ナパラ 75

注） 1. 組合せおよびスタート時刻は、欠席者のあった場合は変更することがある。

2. 病気、事故などのため参加を取止める場合は、必ず事前に

有馬ロイヤルゴルフクラブ・ロイヤルコース（℡：078-958-0121）へ連絡すること。

    無断欠場の場合、来年度の本競技を含め１年間の競技出場を停止する。

3. 競技終了後、関西オープン本選申込書類を手渡すので、

出場資格を得た選手は大会本部周辺で待機する事。

競技委員長 引地　理策

2021年3月31日(水)

有馬ロイヤルゴルフクラブ・ロイヤルコース


