
２０２２年度　関西オープンゴルフ選手権　一次予選競技
第２会場　組合せ・スタート時刻表

有馬カンツリー倶楽部
１４０人（アマ　４２人、プロ　９８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

＠山本　紋大 日清都 ＠釣浦　郁真 関西大学 ＠亀井　幹大 神戸三田 ＠横田　健一 パインレーク

1 8:00 吉桑　佑太 各務原 10 9:21 古田　幸希 三沢空港温泉 19 8:00 荒井　陸 フリー 28 9:21 浮ヶ谷　博之 フリー

菊田　奨 フリー 河野　祐輝 NTT西日本アセット･プランニング 原田　大介 スタートアップスポーツ協会 竹川　加寿斗 フリー

廣田　恭司 フリー  今井　陽介 R・E WORKS 国枝　太一 フリー 古屋　諒人 フリー

＠松村　知慶 山東 ＠後藤　大翔 大阪学院大学 ＠宇保　隆 西宮高原 ＠加藤　一郎 富士スタジアム

2 8:09 植木　祥多 フリー 11 9:30 竹内　輝樹 フリー 20 8:09 安富　慎 南山 29 9:30 安間　魁 フリー

中妻　駿介 フリー 上田　敦士 フリー 高橋　慧 フリー 藤島　豊和 Tｏｐ　Ｗｏｒｋｓ

竹下　遼 フリー 大村　浩輔 フリー 今野　大喜 フリー  櫛山　勝弘 Ｋｉｚｕｎａ

＠石川　大翔 大阪学院大学 ＠平松　孝太郎 ジャパンビレッジ ＠中西　平忠 ジャパンビレッジ ＠渋川　煌 山東

3 8:18 樫原　大貴 ＧＯＬＦＡＳ 12 9:39 新井　隆一 フリー 21 8:18 関　将太 Lｉｆｅ Ｄｅｓｉｎｇ 30 9:39 秦　和弘 フリー

船津　良介 フリー 馬渡　清也 ｓｏｕｔｈ-Ｔ 西原　健太 伊勢 池村　晃稀 ディライトワークス

 井上　敬太 ザ・サイプレス  中山　絹也 宮下製作所  芹澤　慈眼 東北福祉大学 前粟藏　俊太 フリー

＠馬場　謙太郎 東広野 ＠尾崎　敬也 大甲賀 ＠鈴木　滉世 大阪学院大学 ＠大田　龍一郎 西宮高原

4 8:27 森　雄貴 グレイスヒルズ 13 9:48 Grant Godfrey フリー 22 8:27 工藤　潤 蓼科高原 31 9:48 白石　星南 フリー

松村　本盛 エイメック 牧野　充宏 南山 大谷　昴 フリー 坂本　隆一 くまもと中央
 市川　雄三 フリー  大冝見　賢人 中田会館  三浦　春輝 エナジック  伊藤　慎吾 かねますフルーツ

＠樽井　友哉 甲南大学 ＠髙妻　諒 個人 ＠上野　隼人 有馬 ＠山形　吏輝 山東

5 8:36 川満　歩 ＧＯＬＦ ＭＥＩＳＴＥＲ 14 9:57 田中　大心 広島 23 8:36 小浦　和也 NEXTEP 32 9:57 ＠谷口　攻 西宮高原

森山　桂汰 オリムピック 中込　憲 フリー 吉田　泰基 東広野 川口　雅晴 フリー
 近藤　浩紀 小野  宮川　勝己 阿蘇グリーンヒル  藤田　翼 センチュリー・シガ  河瀬　賢史 アマング

＠中田　康太郎 ナパラ ＠船岡　誠志郎 ジュニア会員 ＠山崎　有輝 ジャパンビレッジ ＠阿部　文彦 小野

6 8:45 南　大樹 大阪 15 10:06 吉田　歩生 フリー 24 8:45 由岐　知平 愛知 33 10:06 ＠大垣　孝太郎 有馬

大塚　大樹 A-TRUCK 金子　駆大 フリー 増田　将光 双伸ゴルフセンター 竹川　雄喜 フリー
 増田　康輔 平川 新木　豊 フリー  岩渕　輝起 フリー 皆本　祐介 フリー

＠中澤　大樹 山東 ＠須藤　大和 個人 ＠髙本　大士 北六甲 ＠小林　大祐 小野

7 8:54 生源寺　龍憲 フリー 16 10:15 ＠浅香　諒 ジュニア会員 25 8:54 安森　一貴 オータニ広尾 34 10:15 ＠草彅　也一 東城陽

西脇　まあく 葛城 宮川　勝大 フリー 大西　魁斗 フリー 大栗　辰弥 JGM宇都宮
 山内　基暉 愛宕原 田中　一輝 フリー  松田　高明 奈良柳生  渡辺　龍ノ介 フリー

＠仲　晃一 宝塚 ＠石橋　怜久 ジュニア会員 ＠仲里　健人 大阪学院大学 ＠大村　康郎 京都

8 9:03 森下　蓮 フリー 17 10:24 ＠結家　正和 西宮高原 26 9:03 久志岡　俊海 戸塚 35 10:24 ＠河野　通ノ丞 ジュニア会員

近藤　龍一 鳴海 永井　直樹 フリー 久保田　皓也 六甲国際 駒澤　賢一郎 ＧＯＬＦＡＳ
 柴田　将弥 センチュリー・シガ  坂田　俊介 富士平原  山田　潤 柏原ゴルフ練習場  山浦　太希 フリー

＠辻田　晴也 泉佐野 ＠白野　柚稀 泉ヶ丘 ＠木下　光学 北六甲

9 9:12 中井　賢人 ウェルネスゴルフ 18 10:33 ＠大村　祥太 京都 27 9:12 鈴木　大哉 フリー

上岡　信晴 賀茂 高橋　賢 フリー 伊藤　誠道 フリー
 徳永　圭太 フリー  古川　雄太 ジュケイズ 渡名喜　翔 芦屋

注）
１． アマ　・・・　上位 １６ 人 が最終予選競技への出場資格を得る。

プロ　・・・　上位  ３人 が本選への出場資格を得る。 ✧ 会場への参加選手以外の来場（応援等）は原則禁止
通過者にタイが生じた場合には、マッチングスコアカード方式で決定する。詳細は競技規定を参照のこと。 ✧ マスクを着用すること（プレー時は任意）

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。 ✧ 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
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 ✧ ハーフターン時の軽食販売 ： 無

アマ　・・・　所属クラブを通じ（加盟クラブ会員外は個人）文書で、関西ゴルフ連盟へFAXすること。
プロ　・・・　関西ゴルフ連盟宛に、ＴＥＬ又はＦＡＸにて連絡すること。　　　　（FAX：06-6445-3558）
ただし、競技前日17時以降及び競技当日の場合は、有馬カンツリー倶楽部 （℡：079-565-2111）へ連絡すること。

４． 無断欠席の場合　アマ ： 来年度の本競技を含め1年間の競技出場を停止する。
　　 　　　　　　　　　　　 プロ ： 来年度の本競技へ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３月４日(金)

【参加選手向け　留意事項】

参加数

期　日
場　所

＠アマチュア

＠アマチュア

競技委員長 吉田　量

1/18～3/12の間、中国道 吹田JCT⇔ 中国池田ICが通行止め

になりますので、ご注意ください。


