
２０２２年度　関西グランドシニアゴルフ選手権　予選競技
第２地区　組合せ・スタート時刻表

千刈カンツリー倶楽部
１２４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

長谷川　一雄 東城陽 櫻井　賢 京都 徳山　厚植 六甲 今村　道弘 宇治田原

1 7:30 安永　吉雄 旭国際宝塚 9 8:42 般谷　稔秋 加茂 17 7:30 神木　圭一 新宝塚 25 8:42 大林　春秀 亀岡

梶山　均 山の原 棚田　眞夫 日野 金寧　太宗 城陽 田中　康光 琵琶湖

 林　鶴沢 久美浜  土蔵　忠男 青山台  福田　敏朗 宇治田原  玉川　正明 田辺

西谷　良美 メイプルヒルズ 頼重　博文 大宝塚 渡邊　修二 加茂 栗林　修 日野

2 7:39 中藤　敏 名神竜王 10 8:51 二十一　廣紀 亀岡 18 7:39 森下　進 美加ノ原 26 8:51 野尻　慶久 信楽

黒川　誠 芦屋 安井　進二 旭国際宝塚 佐藤　重義 メイプルヒルズ 内田　信夫 東城陽

 西川　茂樹 西宮  藤澤　明生 田辺  木原　久男 新宝塚  玉井　英雄 猪名川国際

水野　進一 オレンジシガ 木戸口　義明 センチュリー・シガ 大東　重則 三田レークサイド 金山　太一 関西軽井沢

3 7:48 黒田　進 ジャパンビレッジ 11 9:00 田嶋　好信 美加ノ原 19 7:48 上山　仁志 新宝塚 27 9:00 長富　公守 美加ノ原

宮原　渡 京都 宇野　久二男 クラウンヒルズ京都 山本　良三 加茂 福岡　進 信楽

 川村　克己 月ヶ瀬  道本　俊規 滋賀Ｃ  八木　末男 久美浜  興山　紀男 東城陽

三河　順一 名神栗東 堀尾　敏夫 宇治田原 村尾　憲一 美加ノ原 橋本　貞男 甲賀

4 7:57 柳川　賢作 滋賀Ｃ 12 9:09 中井　久一 れいせん 20 7:57 佐藤　亨 有馬冨士 28 9:09 吉田　俊明 六甲

水嶋　保 美加ノ原 吉田　豊 ひかみ 石田　真吾 大宝塚 木下　和詮 三田レークサイド

 大坂　雅己 関西Ｃ  浜野　憲一 久美浜  浅井　光男 西宮高原  岩佐　正 千刈

坂本　充扶朱 ジャパンビレッジ 兵藤　晴男 日清都 森長　進 宇治田原 稲畑　文志 瑞穂

5 8:06 苅田　幸治 新宝塚 13 9:18 鈴木　忠夫 美加ノ原 21 8:06 近藤　利行 福知山 29 9:18 茂腹　正英 ジャパンビレッジ

近藤　英男 メイプルヒルズ 久次米　昇 月ヶ瀬 上野　雅史 タラオ 高田　雄一 名神栗東

 大島　豊彦 関西Ｃ  富田　明 東城陽  西村　和文 大宝塚  沖井　実 猪名川国際

伊藤　生光 朽木 福田　正範 新宝塚 松島　一十四 レイクフォレスト 井上　利博 オータニにしき

6 8:15 宮本　憲一 山の原 14 9:27 西田　進 れいせん 22 8:15 河出　宏 比良 30 9:27 藤原　重雄 日清都

藤原　達治郎 田辺 笈田　登至 デイリー信楽 森田　雅晴 日清都 重山　和巳 レイクフォレスト

 谷口　寛之 コムウッド  林　伸 宇治田原  小野　秀太 田辺  奥野　重治 久美浜

宇都宮　正喜 美加ノ原 八木　茂 美加ノ原 小北　猛 ジャパンビレッジ 津田　宗司 ジャパンビレッジ

7 8:24 小田桐　正治 京都 15 9:36 清水　信男 日清都 23 8:24 川瀬　英敏 オレンジシガ 31 9:36 染谷　一郎 宝塚

土井　好一 オレンジシガ 橋村　正義 芦屋 瀬川　純 ザ・カントリー 吉田　直邦 宇治田原

 池田　博義 関西Ｃ  米田　爽次 田辺  黒木　正明 琵琶湖  衣笠　徹 大甲賀

河村　和年 加茂 日下部　豊明 日清都 小寺　研介 大津

8 8:33 三浦　行夫 美加ノ原 16 9:45 清水　行雄 月ヶ瀬 24 8:33 鹿俣　義春 朽木

鷹羽　正好 千刈 橋本　吉昭 田辺 千石　公生 サングレート

 中嶋　光男 日野  友成　吉廣 レイクフォレスト  金田　伊織 太閤坦

１．本競技の上位３５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､千刈カンツリー倶楽部  (℡：079-564-2282) 

　　へ連絡すること。 ✧ 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
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。 ✧ ハーフターン時の軽食販売 ： 有
６．クラブハウス開場は、６：００です。

主催 ： 一般社団法人 関西ゴルフ連盟

２０２２年８月２６日(金)

【参加選手向け　留意事項】

参加数

期　日
場　所

競技委員長 池田　孝晴


