
２０２３年度　関西オープンゴルフ選手権　一次予選競技
第３会場　組合せ・スタート時刻表

三木ゴルフ倶楽部
１３０人（アマ　４２人、プロ　８８人）

No.1 Ｔｅｅ（東コース） No.10 Ｔｅｅ（南コース）
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

＠小林　大祐 小野 ＠松原　将太 三木よかわ ＠辻田　晴也 泉佐野 ＠河野　通ノ丞 ジュニア会員

1 8:00 山﨑　雄大 フリー 10 9:21 竹内　秀 フリー 18 8:00 和田  章太郎 フリー 27 9:21 山本　太郎 アセットテクノロジー

関　将太 Life Design 牧　司 葵 久志岡　亮 鷹の巣 横山　隆乃助 フリー

黒川　航輝 フリー 太田　誠人 フリー 木本  大志 フリー 石川  航 フリー

＠増田　昭彦 木津川 ＠田中　康太 三木 ＠松原　隆虎 山東 ＠譽田　永吉 個人

2 8:09 渡辺　龍ノ介 フリー 11 9:30 吉田　隼人 イーグルポイント 19 8:09 森本　英明 三木 28 9:30 野澤　竜次 フリー

小林　忍 西戸崎開発 武内　伸悟 オークモント 和田　七星 ワールドクラフトデザイン 前川　太治 大岡

村上　拓海 フリー  瀧山　侑輝 フリー  鈴木　優大 フリー  影山　拓真 ONE FOR DREAM

＠阿部　文彦 小野 ＠松木　勇人 美加ノ原 ＠大西　晃盟 ジュニア会員 ＠白木　康友 ジュニア会員

3 8:18 青山　剛 ウィズワン 12 9:39 三井　純一 リムショット 20 8:18 坂本　一馬 フリー 29 9:39 ＠長友　凜太郎 大阪学院高校

上村　竜太 セガミック 野口　裕太 フリー 岩元　洋祐 加古川 堺　永遠 芥屋
 近藤　啓介 南山  梶村　夕貴 聰宝会  中谷  樹 下関ゴールデン  田中　大心 広島

＠垣本　優世 美加ノ原 ＠上岡　脩季 山東 ＠藤山　開晟 山東 ＠末岐　幸輝 龍谷大学

4 8:27 出石　幸喜 フリー 13 9:48 田中　元基 ドラッグコーエイ 21 8:27 榎本　剛志 オーケーエス・エンタープライズ 30 9:48 ＠塚田　光惺 ジュニア会員

近藤　龍一 鳴海 棚町　駿 フリー 滝口　雅雄 フリー 根津　吉寛 フリー
 福山　功太 センチュリー・シガ 野本  未世夢 フリー 矢野  辰典 フリー  大村  浩輔 オオムラ

＠鈴木　啓太 個人会員 ＠山田　龍之介 ジュニア会員 ＠浅田　千年樹 和歌山大学附属中学 ＠渋川　煌 三木

5 8:36 呉　司聡 フリー 14 9:57 ＠久木　匠登 個人会員 22 8:36 水田　竜昇 スプリングフィールド 31 9:57 ＠平松　孝太郎 ジュニア会員

古田　幸希 三沢空港温泉 野呂　涼 フリー 坂本　柊人 フリー 篠﨑　勇真 フリー

松原　大輔 フリー  白石  大和 ELECOM  沼田　凌 フリー

＠香川　大樹 美加ノ原 ＠阿立　三四郎 山東 ＠廣瀬　茂 春日台 ＠太田　尭虎 山東

6 8:45 古川　雄大 フリー 15 10:06 ＠中川　敬太 滝川第二高校 23 8:45 若有　宣彦 フリー 32 10:06 ＠松並　将輝 ジュニア会員

金田　直之 美里ゴルフセンター 長嶺　勝斗 エナジック瀬嵩 楠田　常乃 フリー 鈴木　敬太 銀座コバウ

内藤　慶 フリー  淺井  勇志 小杉 秋吉  翔太 ホームテック  石過  功一郎 シャトレーゼホールディングス

＠中川　怜次 個人会員 ＠今田　一輝 山東 ＠淺井　亮志 滝川第二高校 ＠本　大志 神有

7 8:54 牛塚　海斗 フリー 16 10:15 ＠角野　隆輔 ジュニア会員 24 8:54 五十嵐　瑠亜 税理士法人イーグル 33 10:15 ＠角江　陸翔 ジュニア会員

山田　潤 ＫＧＤＲ 渡辺　健斗 フリー 石川　元樹 THE TURF GOLF 金岡  奎吾 フリー

馬渡　清也 フリー 山﨑　宏 フリー  大久保　克海 豊科  芦澤　宗臣 田辺

＠丸山　由貴 美加ノ原 ＠大塚　麻生 山東 ＠長田　慎太郎 個人

8 9:03 Ｇ・デバルバ 鳴尾 17 10:24 ＠浦西　亮輔 ジュニア会員 25 9:03 原田　凌 フリー

大澤　優 フリー 藤田　亜久里 フリー 鈴木　慶太 関西地盤テクノ
 多良間　伸平 エメラルドコーストGL  具志  武治 沖広  中原　秀馬 下関ゴールデン

＠井上　輝政 個人会員 ＠土屋　健 東条の森 (プロ ２名欠席)

9 9:12 櫛山　勝弘 Ｋｉｚｕｎａ 26 9:12 石徳　俊樹 広島

永井　源 東名古屋 小西　奨太 小樽
 山﨑　壮真 芥屋  

注）
１． アマ　・・・　上位 １７ 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。 ✧ 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。
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。

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。 ✧ ハーフターン時の軽食販売 ： 無
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

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（06-6445-3558）すること。
プロ　・・・　関西ゴルフ連盟宛に、ＴＥＬ（06-6445-3556）又はＦＡＸ（06-6445-3558）にて連絡すること。
ただし、競技前日17時以降及び競技当日の場合は、三木ゴルフ倶楽部 （℡：0794-86-2121）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。 競技委員長 髙石　義隆

【注意事項】

主催 ： 一般社団法人 関西ゴルフ連盟

＠アマチュア　　

２０２３年３月８日(水)

参加数

期　日
場　所

【交通情報】

1/17～3/26まで 中国道 吹田JCT⇔ 中国池田IC

終日通行止めになりますので、ご注意ください。


