
２０２２年度　関西オープンゴルフ選手権　一次予選競技
第４会場　組合せ・スタート時刻表

交野カントリー倶楽部
１３０人（アマ　２９人、プロ　１０１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

石過　功一郎 フリー ＠西山　光 同志社大学 三島　武蔵 悠プロダクション ＠岡田　大樹 個人

1 8:00 佐藤　えいち フリー 10 9:21 竹村　知也 ゴルフステージフリオ 18 8:00 飯島　健之恭 フリー 27 9:21 中堀　勇樹 フリー

五十嵐　瑠亜 フリー 鈴木　之人 泉国際 小林　丈大 麻生飯塚 芦澤　宗臣 田辺

永橋　宏明 富士スタジアム  村山　駿 六甲国際  平瀬　瑞規 ＣＲＣ三重白山ゴルフコース  小木曽　喬 フロンティアの介護

河　尊永 Lｉｆｅ-ｄｏ.Ｐｌｕｓ ＠竹内　大悟 個人会員 川澄　尚太 山陽 ＠足立　拓海 ジュニア会員

2 8:09 ＢＫ ソバハニ フリー 11 9:30 都間　克則 名阪ロイヤル 19 8:09 齊藤　耕太 エナジック 28 9:30 宮城　集 PROMICS　SUPPORTERS

下山　直樹 フリー 西　泰樹 東建多度・名古屋 鶴谷　竜一 東弘ビルサービス 森井　晶紀 よしの

棚町　駿 フリー  橋爪　光彦 アミティー  山下　文弥 富士スタジアム  小西　雄介 フリー

＠松本　聡 聖丘 ＠長田　慎太郎 個人 ＠富田　茂 京都 ＠杉原　亜規 大阪桐蔭高校

3 8:18 齊藤　陸 フリー 12 9:39 安浦　一輝 阪奈 20 8:18 仁木　卓磨 フリー 29 9:39 奥田　健司 青山ゴルフ練習場

徳元　中 大利根 前田　聖人 六甲国際 鈴木　理央 フリー 宇佐美　秀樹 読売ゴルフ

上平　栄道 フリー  髙橋　直也 日本 岩崎　誠 玉川工産  谷本　蓮 フリー

＠田中　雅登 奈良国際 ＠田村　泰治 近畿大学 ＠森田　浩二 滋賀Ｃ ＠林　稜雅 大阪桐蔭高校

4 8:27 髙橋　大輝 フリー 13 9:48 瀧山　侑輝 フリー 21 8:27 遠藤　健太 サーティ･ファイブ 30 9:48 平井　俊光 エストリックス

児玉　和生 フリー 田中　雄貴 フリー 平山　壮大 フリー 塩見　好輝 国際スポーツ振興協会

中村　匠汰 島ヶ原 鈴木　海斗 P＆J 呉　司聡 フリー  山崎　真也 野村屋

＠朱　孔暉 茨木国際 ＠葛井　翔矢 個人 ＠大谷　元気 個人 ＠馬場　治至 ジュニア会員

5 8:36 大西　速 フリー 14 9:57 池内　慧 フリー 22 8:36 新木　衛 フリー 31 9:57 風本　琢磨 フリー

板東　寿匡 フリー 松井　貴鋭 ＫＯＭＡ 江嶋　太志 山東 中川　しげる 名古屋ヒルズ

金子　直矢 富士平原 黒川　航輝 フリー 平川　晴朗 フリー  熊　由樹也 吉川

＠広山　功喜 ナパラ ＠楢崎　王牙 ジュニア会員 ＠庄内　太我 大阪学院高校 ＠中澤　樹 ジュニア会員

6 8:45 中村　光希 フリー 15 10:06 岡本　諒興 フリー 23 8:45 田中　章太郎 国際スポーツ振興協会 32 10:06 照沼　恭平 サングッドゴルフ練習場

谷　大 フリー 小澤　玲央 フリー 亀代　順哉 フリー 金　智宇 フリー

半田　匠佳 草津 小松　照 フリー  大城　康孝 くまもと中央 大澤　優 フリー

＠向井　一真 美加ノ原 ＠木村　太紀 同志社国際高校 ＠辻本　淳哉 富士スタジアム ＠南坂　大輔 ジュニア会員

7 8:54 田中　晋之介 フリー 16 10:15 今野　匠 船橋 24 8:54 間柄　両真 嵐山 33 10:15 岡市　瑞樹 小野

金子　優将 フリー 飯田　雄介 フリー 河本　力 フリー 石原　航輝 フリー

眞山　龍太郎 フリー 横山　隆乃助 フリー 青山　晃大 フリー  

＠丸石　勝也 鳴尾 ＠小松　大洋 ジュニア会員 ＠大谷　翼 大阪桐蔭高校

8 9:03 神農　洋平 フリー 17 10:24 松井　弘樹 我孫子 25 9:03 鬼澤　友秀 アウル

永田　航大 フリー 山﨑　壱鉱 フリー 松田　聖司 フリー

黒川　逸輝 フリー  坂本　望実 フリー

＠小松　快聖 朽木 ＠大塚　麻生 山東

9 9:12 髙瀬　篤史 フリー 26 9:12 髙尾　淳仁 チェリーヒルズ

山口　鉄平 中央学院大学 岡部　雄斗 草津

水島　大輔 フリー  田中　将吾 田中工業

注）
１． アマ　・・・　上位 １１人 が最終予選競技への出場資格を得る。

プロ　・・・　上位  ４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、交野カントリー倶楽部 （℡：072-892-1101）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９日(水)

【参加選手向け　留意事項】

参加数

期　日
場　所

＠アマチュア

競技委員長 村松　和彦

＠アマチュア

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。


