
　 　

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 シロモト　ナリオ 12 ウチノ　タカノリ 13 ナムラ　ケンジ 14 カエリヤマ　ユキヒコ 1011 アオキ　ユキヒロ 1012 マエカワ　テツヒコ 1013 シノハラ　ケンジ 1014 マスダ　ヒトシ

☆ 城本　成男 ☆ 内野　隆徳 ☆ 奈村　健司 ☆ 歸山　幸彦 青木　幸弘 前川　哲彦 篠原　健二 増田　　等

21 シマダ　ショウジロウ 22 マスダ　ツクル 23 エミ　モトツグ 24 ナカガワ　タカシ 1021 フジイ　マサヒコ 1022 ミフジ　カズアキ 1023 トシカワ　クニヒロ 1024 イシムラ　タカシ

☆ 島田昇二郎 ☆ 増田　　作 ☆ 江見　基嗣 ☆ 中川　　隆 藤井　将彦 三藤　和明 利川　邦浩 石村　高志

31 オダ　ヒロユキ 32 ナカムラ　ケイジ 33 チバ　ユウイチ 34 ウキタ　サトシ 1031 イノウエ　ヤスヒト 1032 コムク　タカヤ 1033 シオジマ　ススム 1034 キタノ　タツキ

☆ 小田　博之 ☆ 中村　啓二 ☆ 千葉　裕一 ☆ 浮田　智志 井上　泰人 小椋　孝也 塩島　　享 北野　　樹

41 ミツイ　ヨシケイ 42 ヒロタ　ロクロウ 43 オカダ　エイジ 44 コバヤシ　ヨシアキ 1041 ヒガシハラ　マサノリ 1042 タムラ　タカノリ 1043 ミヤモト　ノブヒロ 1044 イマガワ　サトル

☆ 三井　吉奎 ☆ 廣田　六郎 ☆ 岡田　英二 ☆ 小林　祥晃 東原　雅典 田村　隆典 宮本　信宏 今川　　諭

51 カドタ　コウジ 52 ヤマモト　タカノリ 53 テンラ　マサフミ 54 カツモト　コウジ 1051 タダ　セイジ 1052 ナカムラ　ヨシキ 1053 ナカバ　アキヒロ 1054 モリ　ヒサカズ

☆ 門田　亨治 ☆ 山本　貴永 ☆ 天良　正文 ☆ 勝本　浩二 多田　誠二 中村　栄樹 中葉　昭弘 森　　久和

61 フルキ　カズオ 62 ワタナベ　ヨシヤス 63 ニシヤマ　エイジ 64 フルカワ　ヒサオ 1061 アベ　フミヒコ 1062 スギモト　タケシ 1063 アメミヤ　ユウジ 1064 サガラ　ユウジ

☆ 古木　和夫 ☆ 渡辺　善康 ☆ 西山　英二 ☆ 古川　久男 阿部　文彦 杉本　武士 雨宮　有治 相良　勇二

71 オクダ　ヨウイチ 72 シオタ　サトシ 73 ナカイ　フミヒデ 74 タナカ　マサヒコ 1071 ハマオカ　ノブシゲ 1072 シミズ　トシマサ 1073 キタヤマ　タダシ 1074 マスイ　ヨシハル

☆ 奥田　陽一 ☆ 塩田　　聡 ☆ 仲井　文英 ☆ 田中　昌彦 濱岡　伸成 清水　俊昌 北山　　忠 増井　義治

81 ヤマモト　ヒデキ 82 イデ　カツミ 83 モリ　ユキヒロ 84 カワウチ　タカシ 1081 マスダ　アキヒコ 1082 セト　シロウ 1083 カネモト　ヤスキ 1084 カマダ　タダシ

☆ 山本　秀樹 ☆ 井出　勝己 ☆ 森　　幸裕 ☆ 川内　　隆 増田　昭彦 瀬戸　史郎 金本　康来 鎌田　　義

91 ヒラノ　トシオ 92 ワタナベ　ヒロフミ 93 オガタ　ナオト 94 コトウ　タカユキ 1091 ヤマシタ　キョウヘイ 1092 カワミ　ケンイチ 1093 イヌイ　カズヤ 1094 ウメハラ　タカヒロ

☆ 平野　俊雄 ☆ 渡邉　廣文 ☆ 緒方　直人 ☆ 古藤　隆幸 山下　恭平 川見　健一 乾　　一也 梅原　孝博

101 ヤマベ　ツヨシ 102 サトウ　ヨシノブ 103 ネジガネ　ヒロキ 104 フクダ　アキラ 1101 ニシガキ　アキノリ 1102 イシダ　トモヤ 1103 ニシカワ　トモヨシ 1104 モリ　カズヒト

☆ 山邊　　剛 ☆ 佐藤　佳伸 ☆ 捻金　宏紀 ☆ 福田　　明 西垣　聡則 石田　智也 西川　知良 森　　和人

111 カワグチ　アキヒサ 112 チャキ　トシナリ 113 スズキ　タダシ 114 ヒネノ　シンイチ 1111 ヤマガタ　ケンイチロウ 1112 フジサワ　サダノリ 1113 ニイダ　タカヒロ 1114 タカツキ　タカユキ

☆ 川口　明久 ☆ 茶木　才斉 ☆ 鈴木　　正 ☆ 日根野伸一 山形兼一郎 藤澤　定則 仁井田貴啓 高月　隆行

121 ワタナベ　タカユキ 122 フジタ　ハルヒコ 123 モリワキ　ヨシツグ 124 キタノ　ヒロユキ 1121 エノキ　キョウスケ 1122 ハト　ヒロキ 1123 マルヤマ　コウジ 1124 コウラ　ジュンイチロウ

☆ 渡邉　孝幸 ☆ 藤田　晴彦 ☆ 森脇　義嗣 ☆ 北野　裕之 榎　　恭介 波戸　大樹 丸山　浩司 小浦純一郎

131 ナカネ　アキヒロ 132 ニシイエ　ヒサオ 133 スズキ　エイト 134 オオニシ　ケイ 1131 シンカワ　マサノリ 1132 イノウエ　ユウタ 1133 シマモト　ショウヘイ 1134 #N/A

中根　明宏 西家　久雄 鈴木　詠人 大西　　慶 新川　正悟 井上　裕太 嶋本　将平 #N/A

141 ニシ　タカヒロ 142 ノゾエ　アツノリ 143 ヤマガタ　エイジ 144 アラキ　セイゴ 1141 アヅマ　コウヘイ 1142 テラニシ　サトシ 1143 タケシマ　カツノリ 1144 カマクラ　ダイ

西　　隆弘 野添　厚徳 山縣　栄治 荒木　誠悟 東　　公平 寺西　　智 竹島　克全 鎌倉　　大

151 クサオカ　リュウイチ 152 タケムラ　ノブヒコ 153 オクウチ　ヨシフミ 154 ホクドウ　コウジ 1151 カトウ　トキヒコ 1152 ヨコタ　ケンイチ 1153 イイムレ　ケンジ 1154 ヤギ　キヨヒデ

草岡　竜一 竹村　信彦 奥内　祥文 北洞　浩司 加藤　時彦 横田　健一 飯牟礼健司 八木　清秀

161 オグラ　ノブユキ 162 キダ　トオル 163 マキ　ユウイチロウ 164 オオタ　カツヒサ 1161 コバヤシ　ダイスケ 1162 イトウ　リョウジ 1163 ハマダ　ススム 1164 フクムラ　ユウト

小倉　信行 喜田　　徹 真木雄一郎 太田　勝久 小林　大祐 伊藤　亮志 濵田　　晋 福村　祐人

171 ミハラ　キヨオ 172 オオニシ　シロウ 173 アオヤギ　シンジ 174 キムラ　タカシ 1171 ウラモト　ヨシノリ 1172 タニグチ　ヤスタカ 1173 イムラ　ケンイチ 1174 ヤマザキ　コウヘイ

三原　清男 大西　史郎 青柳　真治 木村　　卓 浦本　佳則 谷口　安孝 居村　健一 山崎　皓平

181 キイノモト　カオル 182 カミムラ　カズヤ 183 ナカムラ　カズノリ 184 ホンダ　マサアキ 1181 ミカミ　ヨウジロウ 1182 タカマダテ　コウヘイ 1183 タニゾエ　ツヨシ 1184 ヨシダ　タクミ

紀伊埜本馨 かみむら和也 中村　和典 本田　正明 三上陽二郎 高間舘紘平 谷添　剛士 吉田　拓海

191 ナカノ　コウジ 192 イシザキ　リョウイチ 193 タムラ　シンイチ 194 ナカガワ　ヤスユキ 1191 ヒワサ　ヨウスケ 1192 ウチダ　ヨウスケ 1193 タニガミ　ジュンジ 1194 ハトコ　タカシ

中野　耕治 石崎　領一 田村　伸一 中川　康幸 日和佐洋介 内田　洋輔 谷上　潤二 波床　　隆

201 シバタ　コウジ 202 アカイ　カズタカ 203 ゼンノ　ケンイチ 204 カナタ　ヒロフミ 1201 ダイドウ　カズキ 1202 ハットリ　ユウジ 1203 ヤマカワ　カズマ 1204 オギノ　フミアキ

芝田　康司 赤井　一隆 善野　謙一 金田　裕文 大同　一輝 服部　裕司 山川　主馬 荻野　史皓

当日は6：00から受付開始となります。レストランのオープンは6：30です。　※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のでご了承ください。

【予選通過】一般クラス：上位25人　　シニアクラス：上位14人　※同ストロークの場合は、マッチング・スコアカード方式にて順位を決定します。

【検温】当日は会場にて検温を実施させていただきます。体温が37.5℃以上の場合は、出場をお断りする場合があります。※参加同意書（HPサイトに掲載）をご持参ください。

※大会欠場の連絡は、7/30日の18時まではスポーツニッポン新聞社(℡06-6346-8522）、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。

(自営・千刈) (リクロスコーポレーション・ワールド) (大栄機械・レイクフォレスト)

40 10:10

(ルーツゴルフ・ベアズパウジャパン) (服部プロセス・オリムピック) (ヤナセ・奈良若草) (荻商・マンデー)

(ＴＡＮＩＧＵＣＨＩ・亀岡) (アクセルジャック・法隆寺) (三井不動産レジデンシャル・チェリーヒルズ)

38 9:54

(つるやゴルフ・滝野) (セブンスターズキャピタル・池田) (クスベ医院・美奈木) (カツデン・かさぎ)

(トップステージ・パインレーク) (Ｉ．Ｍ．Ｒ・小野東洋) (信栄運輸・青山)

36 9:38

(佐保堂メディカル・小野) (日本高速物流・宝塚) (ハマダコンフェクト・粟賀) (アルペン・マンデー)

20 10:10

(ゴルフ工房ＳＨＩＢＡＴＡ・デイリー信楽) (あかい工房・美奈木) (エスオーシー・六甲国際) (Ｓｍａｒｔｓоｆｔ・マンデー)

35 9:30

(ａt　ｌｉｆｅ・滝野)

37 9:46

(エビス・奈良国際)

39 10:02

(税理士法人池田会計事務所・法隆寺)

18 9:54

(ケイツー・泉佐野) (上村建設工業・太閤坦) (山下電気工業・ジャパンビレッジ) (チュウブ・マンデー)

19 10:02

(中野工業・武庫ノ台) (西日本青果・美奈木) (ＭＢホールディングス・茨木国際) (ダイワ建材・マンデー)

16 9:38

(小倉空調・ゴールデンバレー) (青柳産業・滝野) (マッシモ・山の原) (コイル・マンデー)

17 9:46

(エイディジャパン・サングレート) (イーエス工業・ベニー) (東芝デバイス＆ストレージ・三日月) (ＯｆｆｉｃｅＭＣ・マンデー)

14 9:22 34 9:22

(箕面市消防本部・関西軽井沢) (ＮＯＺＡＣＫ・奈良若草) (ナカイ・ＪＧＡ) (山本運輸・マンデー)

15 9:30

(ミヤコ産業・山の原) (アース・きさいち) (自営・三木) (ＫＧロジスティック・マンデー)

(アールイーセントラル・法隆寺) (日本ユニシス・ＪＧＡ) (ジュケイズ・マンデー) #N/A

(信和産工・四条畷) (ＤｅｓｉｇｎＴiｐｓ・洲本) (マルヤマ建設・マスターズ) (スミリンケアライフ・マンデー)

(東興業・デイリー信楽) (寺西電工・阿騎野) (カツデン・かさぎ) (自営・春日台)

(自営・洲本) (丹和藤沢商事・オータニにしき) (延田エンタープライズ・デイリー信楽) (自営・六甲国際)

(西垣工業・デイリー信楽) (テスエンジニアリング・六甲国際) (神功・美加ノ原) (ＭＴＳ・マスターズ)

13 9:14 33 9:14

(大日観光・ＪＧＡ) (モリタ・武庫ノ台)

12 8:58 32 8:58

(渡辺塗装・花屋敷) (ドコモＣＳ関西・南紀白浜) (大日観光　・亀岡) (共創・みさき)

(エスタイル・美奈木) (イーエス工業・マンデー)

(公伸・滝野) (キューブ・ベニー) (乾開発工業・小野グランド) (ＺＥＶ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ・奈良万葉)

(三興建材・木津川) (瀬戸商会・能勢) (ＲｅＣＯＭ・オークモント) (Ｓ．Ｐｒоｊｅｃｔ・洲本)

11 8:50 31 8:50

(川口建設・南紀白浜) (ＰＨ工業・アートレイク)

10 8:42 30 8:42

(Ｆｏｒ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｔｓｕ－ｙａ・万壽) (サテック・花屋敷) (ビジネスブレーン・アートレイク) (福田建設工業・亀岡)

(エスタイル・六甲国際) (日本セルローズ・聖丘)

(自営・滝野) (エリテ・六甲) (西日本電信電話・小野グランド) (阿波屋・タカガワ東徳島)

(角一・小野) (ＧＳユアサ・グランベール京都) (アートレイン・青山台) (勇樹・奈良万葉)

9 8:34 29 8:34

(ルーツゴルフ・比良) (エイトプラスワン・六甲)

8 8:26 28 8:26

(大阪北斗運輸・関空クラシック) (ヴェルテックス・茨木高原) (フットシステム・有馬ロイヤル) (森衛生・宝塚けやきヒル)

(ＭＢホールディングス・茨木国際) (アブラ屋・交野)

(自営・グランディ鳴門) (ナカムラ・花屋敷) (日本装工・コマ) (拓進工業・滋賀)

(アジヨシ・北六甲) (自営・茨木国際) (日本エイアンドエル・花屋敷) (ケーエスケー・マンデー)

7 8:18 27 8:18

(丸善建設・アートレイク) (自営・ＪＧＡ)

6 8:10 26 8:10

(焼肉阿吽・ムロウ３６) (エイトスナイプ・茨木国際) (ハナブサコーポレーション・三木よかわ) (自営・マンデー)

(自営・クラウンヒルズ京都) (トレーニングカレッジクビラ・マンデー)

(インデックス・聖丘) (小椋リビングクリーン・国木原) (エスプラス・奈良若草) (自営・マンデー)

(自営・奈良国際) (エムケイアドバンス・泉ヶ丘) (ヴァリオ・六甲国際) (高翔産業・マンデー)

5 8:02 25 8:02

(ツーグリーンプランニング・奈良若草) (山三林業・奈良国際)

4 7:54 24 7:54

(三井ホーム産業・天理) (近畿地水　・名神八日市) (大栄土地・茨木国際) (小林工務店・マンデー)

(自営・三田レークサイド) (勝匠・三木よかわ)

3 7:46 23 7:46

(小田板金・聖丘) (自営・奈良若草)

2 7:38 22 7:38

(嶋田病院・八女上陽) (自営・れいせん) (永光工業・阿山) (ホクユウ不動産・マンデー)

(千葉内装・花屋敷) (一成舎・阿山)

(美健クリーンサービス・六甲) (幸真・阿山) (大阪商運・奈良国際) (Ｗａｖｅ　Ｅｎｅｒｇｙ・小野) (三虎電設・聖丘) (ウェット工業・マンデー)

組 時間 組 時間

1 7:30 21 7:30

(城本建設・クラウンヒルズ京都) (アルファセキュリティ・ジャパンビレッジ)

☆はシニア

内閣総理大臣杯第52回日本社会人ゴルフ選手権関西予選

第44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：2021年8月2日（月 ）

ところ：六甲国際ゴルフ倶楽部・東コース

　☎　：078-581-2331


