
２０２２年度　関西アマチュアゴルフ選手権　予選競技
第３会場　組合せ・スタート時刻表

宝塚ゴルフ倶楽部・新コース
１１９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

横川　将士 ゴールデンバレー 松原　隆虎 山東 栗田　晃佑 名神栗東 赤松　成眞 南紀白浜

1 8:00 塩見　佳之 旭国際宝塚 9 9:12 福原　佑樹 東条の森 16 8:00 貴志　彰英 宝塚 24 9:12 乾　裕樹 有馬ロイヤル

眞塚　健夫 聖丘 中尾　亮太 同志社大学 三浦　和人 芦屋 吉田　宙永 猪名川国際

 山下　勝将 近畿大学  大橋　浩太朗 京都府協会  藪　凌一 奈良育英高校  浦田　真吾 滋賀県連盟

河﨑　涼太 山東 香川　大樹 美加ノ原 車田　正樹 ゴールデンバレー 大島　琥太郎 東城陽

2 8:09 綿引　秀憲 新宝塚 10 9:21 東　到矢 阪奈 17 8:09 小杉　飛翔 富士小野 25 9:21 奥村　幸治 神有

和泉　健太郎 近畿大学 大垣　孝太郎 有馬 真鍋　和馬 関西大学 丸山　由貴 美加ノ原

 足立　拓海 立命館高校  杉原　亜規 大阪桐蔭高校  楢崎　王牙 滝川第二高校  川口　晃佑 彦根中央中学

垣本　優世 美加ノ原 今田　一輝 山東 小瀬　翔也 宝塚高原 竹中　優 貴志川

3 8:18 西　隆弘 関西軽井沢 11 9:30 仲　晃一 宝塚 18 8:18 渋川　煌 山東 26 9:30 山形　吏輝 山東

藤井　真 宝塚 池田　悠希 大阪学院大学 森田　賢司 よみうり 下家　秀平 大阪学院大学

 飯室　清春 京都産業大学附属高校  平野　俊雄 滋賀県連盟  北川　将圭 朝日大学  角江　陸翔 枚方第三中学

岩本　守 関西軽井沢 佐藤　宗斗 大津 西坂　文章 泉ヶ丘 中東　卓 堺

4 8:27 釜下　博行 ゴールデンバレー 12 9:39 大田　龍一郎 西宮高原 19 8:27 牛窪　祐基 新宝塚 27 9:39 清水　俊昌 六甲

川中　邦年 甲賀 谷本　翔悟 青山 小寺　大佑 大阪学院大学 奥西　迪亮 美奈木

 池内　煌斉 京都成章高校  皿木　大智 興国高校  木村　太紀 同志社国際高校  谷川　仙一朗 彩都の丘中学

菊池　悠斗 美加ノ原 山崎　大輝 センチュリー三木 松原　将太 三木よかわ 田邉　博士 亀岡

5 8:36 植田　治一郎 西宮 13 9:48 大村　康郎 京都 20 8:36 吉本　晴之 泉南 28 9:48 波部　俊一朗 オリムピック

釣浦　郁真 関西大学 仲里　健人 大阪学院大学 寺本　達也 西宮高原 井岡　一雅 芦屋

 井上　耕太朗 大阪桐蔭高校  高山　寿輝 甲南高校  野瀬　光正 京都府協会  松並　将輝 大阪学院高校

牛窪　晴亮 ＫＯＭＡ 山本　紋大 日清都 上岡　脩季 山東 藤澤　聖太 東条の森

6 8:45 楠本　祐太 有馬ロイヤル 14 9:57 杉本　武士 グランベール京都 21 8:45 吉村　憲昭 茨木国際 29 9:57 木下　光学 北六甲

長部　宏親 芦屋 中尾　錦人 六甲 山本　圭一 三日月 安田　義博 名神八日市

 東堤　爽太朗 奈良育英高校  丘　尊伍 関西大学  林　稜雅 大阪桐蔭高校  山田　龍之介 南武庫之荘中学

小川　晃弘 芦屋 寺山　立騎 山東 寺澤　凌輝 山東 澤井　大和 京阪

7 8:54 鈴木　雅博 有馬ロイヤル 15 10:06 水河　義亘 北六甲 22 8:54 松木　勇人 美加ノ原 30 10:06 小出　和人 新大阪

長谷川　幸貴 大阪学院大学 島崎　泰雄 有馬ロイヤル 　欠 西村　政宏 神有 Nicholas Adrian　Sutanto 関西大学

 大谷　翼 大阪桐蔭高校  小川　琥太郎 山田中学  井上　輝政 近畿大学  

向井　一真 美加ノ原 西出　大典 貴志川

8 9:03 北林　格 旭国際宝塚 23 9:03 岸本　毅 猪名川国際

大村　祥太 京都 今井　優月 太閤坦

 竹葉　光希 大阪学院高校  水島　健介 大阪学院大学

（注）

１．本競技の上位２０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。 　✧ 会場への参加選手以外の来場（応援等）は原則禁止
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 　✧ マスクを着用すること（プレー時は任意）
　　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） 　✧ 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
　　ただし、競技前日17時以降及び競技当日の場合は、宝塚ゴルフ倶楽部 (℡：0797-71-2251) へ連絡すること。 　✧ ハーフターン時の軽食販売 ： 無
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。

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、６：３０です。

主催 ： 一般社団法人 関西ゴルフ連盟

２０２２年４月２８日(木)

参加数

期　日
場　所

【参加選手向け　留意事項】

競技委員長 石田　貴志


