
　 　 　

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

（勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属）

11 アオキ　ユキヒロ 12 ミフジ　カズアキ 13 カワグチ　マサヒロ 14 キムラ　アツノリ 1011 トシカワ　クニヒロ 1012 ヤマガタ　ケンイチロウ 1013 フジモト　ヨシノリ 1014 サイトウ　リュウジ

青木　幸弘 三藤　和明 川口　正洋 木村　敦則 利川　邦浩 山形兼一郎 藤本　由徳 齋藤　隆士

21 ワタナベ　シンヤ 22 ナカバ　アキヒロ 23 シマモト　ヒロフミ 24 タガシラ　フトシ 1021 ワキモト　タロウ 1022 スミノ　タツヤ 1023 タムラ　タカノリ 1024 ニッタ　ユキオ

渡邊　慎弥 中葉　昭弘 嶋本　博文 田頭　太司 脇本　太郎 隅野　達矢 田村　隆典 新田　幸生

31 ナカムラ　ヒロシ 32 コマツ　リョウセイ 33 タケシマ　カツノリ 34 ナカオ　ヒロシ 1031 ナカネ　アキヒロ 1032 タカモト　ダイシ 1033 セト　ヨウスケ 1034 ハラダ　カズオキ

中村　　廣 小松　良成 竹島　克全 中尾　裕司 中根　明宏 髙本　大士 瀬戸　陽介 原田　一興

41 アライ　マサフミ 42 サカモト　テツ 43 タダ　ヨシタカ 44 サガラ　ユウジ 1041 ニシオ　タダシ 1042 モリワキ　ヨシツグ 1043 ナカムラ　シュウイチ 1044 マエダ　ケンジ

新井　将文 坂本　　徹 多田　吉孝 相良　勇二 西尾　　正 森脇　義嗣 中村　秀一 前田　健治

51 シバタ　コウジ 52 カワチヤ　ヒデ 53 クマダ　ヒロシ 54 ウメハラ　タカヒロ 1051 ワタナベ　ヒロフミ 1052 ミハラ　キヨオ 1053 アオヤギ　シンジ 1054 ワタノ　ケンサク

芝田　康司 河内屋　英 熊田　博志 梅原　孝博 渡邉　廣文 三原　清男 青柳　真治 綿野　憲作

61 タケムラ　ミツヒロ 62 ウエツジ　テツミ 63 オオニシ　シロウ 64 ウエクサ　ヒロキ 1061 オオヒガシ　シゲノリ 1062 タカツキ　タカユキ 1063 ヒネノ　シンイチ 1064 オオタ　カツヒサ

竹村　満広 上辻　徹身 大西　史郎 植草　裕樹 大東　重則 高月　隆行 日根野伸一 太田　勝久

71 ハマオカ　ノブシゲ 72 セト　シロウ 73 クラガキ　トモヒロ 74 オキノ　キョウジ 1071 キダ　トオル 1072 マツフジコウセイ 1073 クボタ　ヤスヒロ 1074 ウエダ　ケンジ

濱岡　伸成 瀬戸　史郎 倉垣　智宏 沖野　京二 喜田　　透 松藤　公成 久保田康裕 上田　健児

81 ナツヤマ　ジュンイチ 82 ヨシダトモユキ 83 ニシヤマ　エイジ 84 マツエ　シュウイチロウ 1081 ミヤウチ　ケン 1082 スギモト　タケシ 1083 カネモト　ヤスキ 1084 タツミ　カズヒロ

夏山　淳一 吉田　智行 西山　英二 松江秀一郎 宮内　　謙 杉本　武士 金本　康来 辰己　和宏

91 ミツイ　ヨシケイ 92 オダ　ヒロユキ 93 ヒロセ　シゲル 94 コバヤシ　ヨシアキ 1091 マサキ　ヒトシ 1092 シオジマ　ススム 1093 モリオカ　ヒロユキ 1094 イカワ　ヒロキ

三井　吉奎 小田　博之 廣瀬　　茂 小林　祥晃 正木　　仁 塩島　　享 森岡　裕幸 井川　弘樹

101 イノウエ　ヤスジ 102 ワタナベ　ヨシヤス 103 ナカムラ　カズノリ 104 タカバタケ　トシアキ 1101 フジシロ　ショウジロウ 1102 タニゾエ　ツヨシ 1103 オオニシ　ケイ 1104 ミハラ　ユウダイ

井上　康次 渡辺　善康 中村　和典 髙畠　利昌 藤城正治郎 谷添　剛士 大西　　慶 三原　由大

111 タケワ　ノリアキ 112 ヤギ　キヨヒデ 113 マスダ　ツクル 114 トビタ　アキラ 1111 タカノ　ケンタ 1112 テラニシ　トシヒト 1113 フジヤマ　カズキ 1114 スズキ　エイト

武輪　憲明 八木　清秀 増田　　作 飛田　　彰 高野　健汰 寺西　俊人 藤山　一樹 鈴木　詠人

121 チャキ　トシナリ 122 カツモト　コウジ 123 トオヤマ　ヒロシ 124 ニシカワ　ミツヒロ 1121 シンカワ　マサノリ 1122 コミネ　アツシ 1123 マツキ　タカアキ 1124 イノウエ　ユウタ

茶木　才斉 勝本　浩二 遠山　博史 西川　充宏 新川　正悟 小嶺　集史 松木　隆晃 井上　裕太

131 テンラ　マサフミ 132 ヤマモト　マサカズ 133 クボ　シンイチ 134 ヤナギタニ　ミツノブ 1131 タカハシ　ヒロキ 1132 ババ　ケンタロウ 1133 カマクラ　ダイ 1134 ヤスモト　カズヒロ

天良　正文 山本　雅一 久保　真一 柳谷　充伸 高橋　弘樹 馬場謙太郎 鎌倉　　大 安本　和博

141 オクダ　ヨウイチ 142 スギモト　ヒデオ 143 カワウチ　タカシ 144 オカヤマ　トシキ 1141 キノシタ　コウガク 1142 ユアサ　タキ 1143 フジタ　コウヘイ 1144 コウラ　ジュンイチロウ

奥田　陽一 杉本　秀央 川内　　隆 岡山　俊樹 木下　光学 湯浅　滝 藤田　孝平 小浦純一郎

151 ヤスハラ　モトフミ 152 ムラタ　ナオヤ 153 マツダ　ヒロアキ 154 ヤマガタ　エイジ 1151 リクハシ　ヒデキ 1152 モリズミ　コウキ 1153 ウチダ　ヨウスケ 1154 タニガミ　ジュンジ

安原　基文 村田　直哉 松田　浩明 山縣　栄治 陸橋　秀規 森住　公紀 内田　洋輔 谷上　潤二

161 キイノモト　カオル 162 ヤマダ　ケンジ 163 トクヒサ　ケイイチ 164 カジハラ　タツオ 1161 オオハラ　ツグマサ 1162 ワタナベ　マサト 1163 ナカムラ　カズミ 1164 ウシオ　リュウゾウ

紀伊埜本馨 山田　健司 徳久　啓一 梶原　竜夫 大原　嗣政 渡邊　将人 中村　和美 牛尾　竜三

171 オグラ　ノブユキ 172 キタジマ　タカシ 173 ナカノ　コウジ 174 アカイ　カズタカ 1171 イノウエ　タカアキ 1172 オクムラ　トシヒデ 1173 アライ　トシユキ 1174 ヒラモト　コウイチ

小倉　信行 北嶋　孝司 中野　耕治 赤井　一隆 井上　高明 奥村　寿英 新井　敏之 平本　晃一

181 シモネ　トシユキ 182 クボタ　ヤスオ 183 ナカムラ　ヨシタカ 184 クラウチ　シゲル 1181 ミナミ　タダヒロ 1182 マエダ　ジュンイチロウ 1183 サカモト　ヒロキ 1184 オガワ　テルマサ

下根　俊之 久保田泰生 中村　吉孝 蔵内　　茂 南　　忠大 前田順一郎 坂本　浩規 小川　晃正

191 タカハシ　トオル 192 ワタイ　ジュンイチ 193 アカザワ　ヒデキ 194 タケナカ　ヨシアキ 1191 イワミ　タカトシ 1192 ワキサカ　ヤスユキ 1193 ゼンノ　ケンイチ 1194 ブンノ　コウジ

高橋　　徹 渡井　淳一 赤澤　秀樹 竹中　義明 岩見　貴敏 脇坂　泰行 善野　謙一 文野　考二

201 オオカワ　セイイチ 202 マツバラ　ヤスユキ 203 コバヤシ　ヒロキ 204 ナカガワ　タカシ 1201 タケナカ　ユウ 1202 タケシタ　テツオ 1203 イシザキ　リョウイチ 1204 イトウ　サチヒコ

大川　聖一 松原　泰之 小林　宏樹 中川　　隆 竹中　　優 竹下　哲生 石崎　領一 伊藤　吉彦

※当日は6：00から受付開始となります（レストランは6：30～）　※当日、欠場者が出た場合、組み合わせ及びスタート時間を変更することがあります。【予選通過】上位50位タイまで　【検温】当日は会場にて検温を実施させていただきます

※大会欠場の連絡は、7月末まではスポーツニッポン新聞社(℡06-6346-8522）、８月以降は六甲国際GC(℡078-581-2331)までお願いします。無断欠席の場合、次年度から出場をお断りする場合があります。

内閣総理大臣杯第51回日本社会人ゴルフ選手権関西予選

第43回関西社会人ゴルフ選手権予選

アウトスタート インスタート

と　き：2020年8月3日（月 ）

ところ：六甲国際ゴルフ倶楽部・東コース

　☎　：078-581-2331

(カワグチ産業・城陽) (木村衛生・六甲国際) (ヴァリオ・六甲国際) (紅・洲本) (自営・三日月) (スマイル・堺)

組 時間 組 時間

1 7:30 21 7:30

(大阪商運・奈良国際) (エムケイアドバンス・泉ケ丘)

3 7:46 23 7:46

(但馬金属工業・花屋敷) (自営・ＫＯＭＡ)

2 7:38 22 7:38

(北条土地建物・小野) (日本装工・ＫＯＭＡ) (日本エンジニア・センチュリー三木) (田頭工業・天野山)

(カツデン・かさぎ) (プレスト・ＫＯＭＡ) (大日観光・ＪＧＡ) (ハウスネットワーク・六甲) (司法書士法人せと事務所・花屋敷) (ダイキン工業・マンデー)

(脇本・六甲国際) (株隅野工業・堺) (エコライズ・茨木国際) (Ｆｏｕｒ　Ｌｅａｆ・橋本)

5 8:02 25 8:02

(ゴルフ工房ＳＨＩＢＡＴＡ・デイリー信楽) (河内屋・大阪)

4 7:54 24 7:54

(栄将・宮津) (サカモテック・六甲) (一木産業・コムウッド) (勇樹・奈良万葉)

(ガレージナイン・きさいち) (ＺＥＶ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ・奈良万葉) (エイトプラスワン・六甲) (エイディジャパン・サングレート) (東芝・三日月) (婚活マネジメント　Ｗｉｔｈ　Ｏｎｅ・サンリゾート)

(西尾建設・新大阪) (大日観光・鶴岡) (富士塗装工業所・交野) (自営・JGA)

7 8:18 27 8:18

(自営・滝野) (瀬戸商会・能勢)

6 8:10 26 8:10

(丸福・万寿) (ＪＰＭ・六甲国際) (イーエス工業・ベニー) (プレスト・マンデー)

(京豊ホールディングス・ベアズパウジャパン) (エイトプラスワン・マンデー) (青柳産業・神戸グランドヒル) (松藤工業・大阪) (ベストホームコンサルタント・宝塚けやきヒル) (ピーイージャパン・マンデー)

(シスメックス・三田レークサイド) (高月商店・六甲国際) (ニホンセルローズ・聖丘) (コイル・マンデー)

9 8:34 29 8:34

(三井ホーム産業・天理) (小田板金・聖丘)

8 8:26 28 8:26

(自営・アートレイク) (井高野ゴルフセンター・ライオンズ) (ハナブサコーポレーション・三木よかわ) (タカガワオーセント・マンデー)

(マルシン商会・ＪＧＡ) (小林・宝塚けやきヒル) (お好み鉄板がるぼ・旭国際宝塚) (エスプラス・奈良若草) (もりおか司法書士事務所・泉ケ丘) (ピーイージャパン・マンデー)

(ケンロード・きさいち) (ＧＳユアサ・グランベール京都) (ＲｅＣＯＭ・オークモント) (ピーイージャパン・マンデー)

11 8:58 31 8:58

(友愛の里・奈良若草) (信栄運輸・青山)

10 8:42 30 8:42

(ファイナルセレクト・奈良白鳳) (エイトスナイプ・茨木国際) (山下電気工業・ジャパンビレッジ) (美装ジャパン・マンデー)

(自営・れいせん) (日置産業・マンデー) (センコー・阪奈) (明完企工・白鷺) (RE：MAKE・ＪＧＡ) (エスタイル・美奈木)

(藤城建装・メイプルヒルズ) (クスベ医院・美奈木) (イーエス工業・ベニー) (エイディジャパン・マンデー)

13 9:14 33 9:14

(自営・三田レークサイド) (堺市美原区役所・ワールド)

12 9:06 32 9:06

(自営・アートレイク) (勝匠・三木よかわ) (ウィズ・新大阪) (太平洋クラブ・マンデー)

(自営・ベニー) (自営・マンデー) (フレンドタカ・デイリー信楽) (クリエーションホールディングス・東広野) (三倉建設・春日台) (自営・マンデー)

(Ｒｅセントラル・京阪) (共創技研工業・三木セブンハンドレッド) (Ａｎｙ　Ｓｔｙｌｅ・ジャパンビレッジ) (日本ユニシス・武庫ノ台)

(ジョンホーム・北六甲) (レインボー通商・亀岡) (ダイビ・ＪＧＡ) (スミリンケアライフ・マンデー)

14 9:22 34 9:22

(丸善建設・アートレイク) (ミューエンタープライズ・美奈木) (森衛生・宝塚けやきヒル) (りそな銀行・ヤマト)

15 9:30

(グッドタイムリビング・タラオ) (日本板硝子・西宮高原) (松栄興産　・加茂) (ナカイ・ＪＧＡ)

(ＷＡＴＡＩ　ＯＨＡＮＡ・グロワール) (信栄運輸・青山) (富士電機・宝塚けやきヒル)

16 9:38

(ケイツー・泉佐野) (ヤマダソリューションオフィス・東城陽) (三井物産・伏尾) (カジハラ電業・白山ヴィレッジ)

17 9:46

(小倉空調・ゴールデンバレー) (日生エンジニアリング・メナード西濃) (中野工業・やしろ東条) (あかい工房・美奈木)

20 10:10

(大川工業・ヤマト) (松原商会・六甲) (Ｇｒｅｅｎ＆Ｇｒｅｅｎ・西宮高原) (ホクユウ不動産・マンデー)

35 9:30

(晃進産業・美奈木)

37 9:46

(ＥＮＧ・白浜)

39 10:02

(電通・北六甲)

18 9:54

(ユニテックス・関空クラシック) (アマミ・かさぎ) (自営・関西) (旭屋・グロワール)

19 10:02

(パサージュ・有馬ロイヤル)

(ＳＴＵＤＩＯ　ＦＯＲＥＳＴ　ＬＩＶＥ・きさいち) (ウチダ・千刈) (リクロスコーポレーション・ワールド)

36 9:38

(カフェ　ニーゴ・貴志川) (大和興行・ゴールデンバレー) (アトラス・播磨自然高原船坂) (コーシン・花屋敷)

(ラミアカーサ・大阪) (ダックス・北六甲) (平和紙化工所・春日台)

38 9:54

(南商店・大阪) (メディカルオン・東条の森) (大営メリヤス・国木原) (Ｂ＆Ｃ・ＪＧＡ)

(自営・美奈木) (エスオーシー・六甲国際) (日本航空・マンデー)

40 10:10

(紀の川運輸・貴志川) (丸善工業・きさいち) (西日本青果・美奈木) (自営・六甲国際)


