
　 　 　

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 イケガミ　ノリマサ 12 キシ　アキヒデ 13 ホリ ヨシナリ 14 ワタナベ　ヨシヤス 1011 ミナミガワ　フミオ 1012 ミフジ　カズアキ 1013 ベッショ　アキラ 1014 アオキ　ユキヒロ

☆ 池上　典成 貴志　彰英 堀　　善成 渡辺　善康 南川　史雄 三藤　和明 別所　　亨 青木　幸弘

21 トモナガ　サトル 22 シモネ　トシユキ 23 ナカガワ　ケンイチ 24 ワキサカ　ヤスユキ 1021 バンド　アツシ 1022 タケナカ　ユウ 1023 シマモト　ヒロフミ 1024 ワキモト　タロウ

友長　　悟 下根　俊之 中川　謙一 脇坂　泰行 播戸　篤志 竹中　　優 嶋本　博文 脇本　太郎

31 マサキ　ヒトシ 32 ヤスフク　サトシ 33 タナカ　マサトウ 34 ドバシ　シンジ 1031 ワタナベ　マサト 1032 ナカムラ　ヒロシ 1033 イシダ タカヒロ 1034 オオタ　ヒロトシ

正木　　仁 安福　　智 田中　雅登 土橋　慎児 渡邊　将人 中村　　廣 石田　敬宏 太田　浩年

41 タカノ　ケンタ 42 アラカワ　ユウキ 43 マツキ　タカアキ 44 スズキ　エイト 1041 ドヒ　ノリオ 1042 タムラ　タカノリ 1043 キノシタ トモキ 1044 ヤスオカ　ヒロシ

高野　健汰 荒川　祐樹 松木　隆晃 鈴木　詠人 土肥　宣夫 田村　隆典 木下　智喜 安岡　　宏

51 キイノモト　カオル 52 ジョウマエ　ヒトシ 53 ヤマモト ヒデキ 54 モリ　ヒデヨシ 1051 アカヤマ　マサミ 1052 ナツヤマ　ジュンイチ 1053 オダ　ヒロユキ 1054 ワクダ　コウジ

☆ 紀伊埜本馨 ☆ 城前　　仁 ☆ 山本　秀樹 ☆ 森　　秀吉 ☆ 赤山　正己 ☆ 夏山　淳一 ☆ 小田　博之 ☆ 和久田晃司

61 ミカミ　ヨウジロウ 62 コミネ　アツシ 63 タケシタ　テツオ 64 コニシ　ユウジ 1061 イシグチ　マサジ 1062 セト　シロウ 1063 フクモリ　タカヒロ 1064 フジシロ　ショウジロウ

◎ 三上陽二郎 小嶺　集史 竹下　哲生 小西　祐司 石口　勝治 瀬戸　史郎 福森　隆博 藤城正治郎

71 イモト　シゲタカ 72 ナカムラ　ヨシタカ 73 マエダ　シュウサク 74 キダ　トオル 1071 タバタ　ケイジ 1072 ナカノ　ノリアキ 1073 タカハシ　トオル 1074 サイトウ　ケイイチ

井本　重貴 中村　吉孝 前田　修作 喜田　　透 ☆ 田畑　恵司 ☆ 中野　典昭 ☆ 高橋　　徹 ☆ 斉藤　圭一

81 タカダ　ヒロシ 82 オオミチ　シュンペイ 83 サワイ サトル 84 オオヤマ　マサナオ 1081 ツジタ　セイヤ 1082 タカモト　ダイシ 1083 フジモト　ヨシノリ 1084 アカイ　カズタカ

◎ 髙田　弘司 大道　俊平 澤井　　悟 大山　政直 辻田　晴也 髙本　大士 藤本　由徳 赤井　一隆

91 ヤマグチ　カツユキ 92 ササキ　ダイ 93 ミナミ　タダヒロ 94 ヨシダ　リョウ 1091 カトウ　トキヒコ 1092 シンドウ タカヤス 1093 ユアサ　タキ 1094 ナカムラ　シンイチロウ

山口　勝之 佐々木　大 南　　忠大 吉田　　量 加藤　時彦 眞銅　孝安 湯浅　　滝 中村信一郎

101 ヨシモト　タカヒロ 102 ナカムラ　カズノリ 103 タキジリ　ヒロフミ 104 テラウチ　ケンジ 1101 ムラタ　ヤスシ 1102 タケムラ　ミツヒロ 1103 ヒライ　ヒロユキ 1104 アライ　マサフミ

吉本　隆弘 中村　和典 瀧尻　博史 寺内　賢治 村田　靖司 竹村　満広 平井　宏幸 新井　将文

111 イシカワ　シンイチロウ 112 ヤマグチ　ダイスケ 113 アライ　トシユキ 114 シンカワ　マサノリ 1111 ムカイヤマ　ショウゾウ 1112 オダギリ　マサハル 1113 フジモト　ミチノリ 1114 キタガワトミシゲ

◎ 石川慎一郎 山口　大輔 新井　敏之 新川　正悟 ☆ 向山　昭三 ☆ 小田桐正治 ☆ 藤本　道徳 ☆ 北川　富重

121 モリナカ　ケンスケ 122 ババ　ケンタロウ 123 サイシン　ツネユキ 124 トシカワ　クニヒロ 1121 ミズシマ　タカアキ 1122 ミツダ　エイジ 1123 ミヤモト トシユキ 1124 タダ　ヨシタカ

森中　健介 馬場謙太郎 齊信　統以 利川　邦浩 水島　孝昌 光田　英二 宮本　敏幸 多田　吉孝

131 ヤマザキ　コウジ 132 テラオカ　トシヒロ 133 イワミ　タカトシ 134 ツジモト アツヤ 1131 ハマダ　タクヤ 1132 モリズミ　コウキ 1133 ヒラノ　マサシ 1134 ニシノツジ　タイコウ

山﨑　幸二 寺岡　俊宏 岩見　貴敏 辻本　淳哉 濵田　拓也 森住　公紀 平野　匡史 西之辻泰宏

141 ナカイ　キヨユキ 142 マスダ　アキヒコ 143 ムラキ　ヒデユキ 144 スギモト　タケシ 1141 マツバ　ハルオ 1142 サイカ　イクオ 1143 シバタ　コウジ 1144 ナカムラ ヨシキ

中居　清行 増田　昭彦 邑木　秀行 杉本　武士 松葉　晴雄 雑賀　郁生 芝田　康司 中村　栄樹

151 エノモト　マサカズ 152 サワダ　クニオ 153 コマツ　リョウセイ 154 オオカワ　セイイチ 1151 サコン　テツヤ 1152 ハマノ　テツユキ 1153 サカモト　ヤスキ 1154 イサカ　ヒロシ

☆ 榎本　雅一 ☆ 澤田　邦夫 ☆ 小松　良成 ☆ 大川　聖一 ☆ 左近　哲也 ☆ 浜野　哲行 ☆ 坂本　悌城 ☆ 井阪　　広

161 キノシタ　ヨシタカ 162 カクイ　カズヨリ 163 ニシハラ　ケンジ 164 ナガヤマ　タダシ 1161 イノウエ　タカアキ 1162 マエダ　ユウキ 1163 カワゴエ　マサタカ 1164 タキモト タカフミ

☆ 木下　吉隆 ☆ 角井　和頼 ☆ 西原　健二 ☆ 長山　　正 井上　高明 前田　祐樹 川越　正誉 滝本　崇文

171 カトウ　リュウタ 172 イノウエ ヤスヒト 173 ヤマグチ　ヤスヒコ 174 タニゾエ　ツヨシ 1171 ミツイ　ヨシケイ 1172 ナカガワ　コウジ 1173 マツバラ　ヤスユキ 1174 スミダ　ヒロシ

◎ 加登　隆太 井上　泰人 山口　康彦 谷添　剛士 ☆ 三井　吉奎 ☆ 中川　幸次 ☆ 松原　泰之 ☆ 角田　　弘

181 キノシタ　コウガク 182 カワカミ　ヒロシ 183 タキハラ ジュンジ 184 イシモト　タクミ 1181 オオニシ　ヤスジ 1182 オカモト　タダシ 1183 オオハラ　ツグマサ 1184 ミツモト　ノブヤ

木下　光学 川上　浩司 瀧原　順二 石本　　巧 大西　康司 岡本　忠司 大原　嗣政 光本　信也

191 ウホ　タカシ 192 スエハラ　タケシ 193 ムラカミ　マコト 194 ハマオカ　ノブシゲ 1191 キタヤマ ケンタロウ 1192 タカハシ　ヒロキ 1193 マエダ　ジュンイチロウ 1194 クマダ　ヒロシ

宇保　　隆 末原　　健 村上　　誠 濱岡　伸成 北山健太郎 高橋　弘樹 前田順一郎 熊田　博志

※◎は全国シード選手、☆はシニア。

※当日は6：15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。

※【決勝通過】上位38位まで　【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、前日まではスポーツニッポン新聞社(℡06-6346-8522）、当日は枚方CC(℡072-858-8331)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

アウトスタート インスタート

と　き：2020年8月26日（水 ）

ところ：枚方カントリー倶楽部

　☎　：072-858-8331

（堀造園・阿山) (エイトスナイプ・茨木国際) (牧主都市開発・岸和田) (エムケイアドバンス・泉ケ丘) (リフレックス・小野グランド) (大阪商運・奈良国際)

組 時間 組 時間

1 7:44 20 7:44

(ＩＢカンパニー・泉ヶ丘) (ＢＳＣ・宝塚)

3 8:00 22 8:00

(お好み鉄板がるぼ・旭国際宝塚) (コンポジットテクノ・オレンジシガ)

2 7:52 21 7:52

(フタバ興業・アートレイク) (ユニテックス・関空クラシック) (第一ゴルフ・信楽) (自営・美奈木)

(プラム・奈良国際) (土橋タイル店・奈良ロイヤル) (大和興行・ゴールデンバレー) (但馬金属工業・花屋敷) (ストーン・フィールド・奈良柳生) (自営・奈良国際)

(ＳＰＱ・佐用スターリゾート) (紀の川運輸・貴志川) (日本エンジニア・センチュリー三木) (脇本・六甲国際)

5 8:16 24 8:16

(ケイツー・泉佐野) (自営・ディアパーク)

4 8:08 23 8:08

(センコー・阪奈) (ダンロップスポーツマーケティング・ナパラ一本松) (Ａｎｙ　Ｓｔｙｌｅ・ジャパンビレッジ) (エスタイル・美奈木)

(大阪北斗運輸・大阪) (太閤・法隆寺) (赤山建鉄・大阪) (自営・アートレイク) (小田板金・聖丘) (和久田クリニック・枚方)

(五洋産業・小野グランド) (エコライズ・茨木国際) (キノシタ・奈良万葉) (京進樹脂工業・グランベール京都)

7 8:32 26 8:32

(自営・奈良若草) (自営・関西)

6 8:24 25 8:24

(つるや・滝野) (共創技研工業・三木セブンハンドレッド) (丸善工業・きさいち) (小西製作所・信楽)

(良真建設・信楽) (青柳産業・神戸グランドヒル) (美容室ラン・貴志川) (河合町役場・双鈴) (パサージュ・有馬ロイヤル) （自営・枚方)

(石口不動産・神有) (瀬戸商会・能勢) (福樹園・ヤマト) (藤城建装・メイプルヒルズ)

9 8:48 28 8:48

(関西キャディサポート・ＪＧＡ) (ハーケン・法隆寺)

8 8:40 27 8:40

(Ｈ．Ｔエステート・奈良ロイヤル) (ペーパル・奈良柳生) (修斗建設・奈良若草) (おおやま工務店・信楽)

(南商店・大阪) (大阪フジサービス・西宮高原) (ａｔ　ｌｉｆｅ・滝野) (真銅開発・オークモント) (レインボー通商・亀岡) (自営・日清都)

(スポーツ医学発信所・泉佐野) (ハウスネットワーク・六甲) (自営・三日月) (あかい工房・美奈木)

11 9:12 30 9:12

(石川製作所・オークモント) (はなまる・ベニー)

10 8:56 29 8:56

(大阪システムサービス・万壽) (山下電気工業・ジャパンビレッジ) (自営・木津川) (ダイキンシートメタル・泉佐野)

(ダックス・北六甲) (Ｒｅセントラル・京阪) (自営・奈良柳生) (自営・京都) (富士建設・四条畷) (大丸不動産・ディアパーク)

(村田建設・日野) (丸福・万壽) (自営・久美浜) (栄将・宮津)

13 9:28 32 9:28

(山﨑鉄筋工業・レオグラード) (自営・レイクフォレスト)

12 9:20 31 9:20

(野村不動産アーバンネット・有馬) (クリエーションホールディングス・東広野) (ライフサポートニジュウイチ・泉佐野) (ヴァリオ・六甲国際)

(電通・北六甲) （宝ハウジング・富士スタジアム) (センコー・東条湖) (ＳＴＵＤＩＯ　ＦＯＲＥＳＴ　ＬＩＶＥ・きさいち) (医療法人葵会・ジャパンクラシック) (コピア・城陽)

(ミズシマ・奈良若草) (自営・ＫＯＭＡ) (自営・レイクフォレスト) (一木産業・コムウッド)

(松葉工業・阪奈) (名草・国木原) (ゴルフ工房ＳＨＩＢＡＴＡ・デイリー信楽) (ナカムラ・花屋敷)

14 9:36 33 9:36

(Ｎダイニング・ザ) (三興建材・木津川) (ＧｒｅｅｎＢｕｄｄｙ・ＪＧＡ) (ＧＳユアサ・グランベール京都)

15 9:44

(みやび水産・みさき) (ＡＴＧ企画・メイプルヒルズ) (自営・ＫＯＭＡ) (大川工業・ヤマト)

(ゴルフパートナー・メナード青山) (エムテック・信楽) (自営・滝野)

16 9:52

(吉永建設・大阪) (自営・亀岡) (ユニオンテック・ＡＢＣ) (メグミ建設・伏尾)

17 10:00

(加登・ＡＢＣ) (インデックス・聖丘) (アンサンブル・ヤマト) (クスベ医院・美奈木)

34 9:44

(左近商事・砂川国際)

36 10:00

(三井ホーム産業・天理)

38 10:16

(センコー・ラインヒル)

18 10:08

(ジョンホーム・北六甲) (西濃運輸・名神栗東) (スリーエースシステム・奈良白鳳) (自営・奈良国際)

19 10:16

(三宝工業・西宮高原)

(浜野運送・信楽) (自営・貴志川) (参天製薬・天野山)

35 9:52

(ＥＮＧ・白浜) (前田組・交野) (阪奈ゴルフ・よみうりウェスト) (マーブル大瀧・国木原)

(日本エスト・ジャパンメモリアル) (松原商会・六甲) (フジマック・マンデー)

37 10:08

(自営・奈良柳生) (大倉開発・大津) (カフェ　ニーゴ・貴志川) (フタバ興業・きさいち)

(フレンドタカ・デイリー信楽) (メディカルオン・東条の森) (ガレージナイン・きさいち)


