
　 　 　

☆はシニアクラス

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 ムカイヤマ　ショウゾウ 12 モリ　ヒデヨシ 13 ワタナベ　シュウジ 14 オオタ　キヨカズ 1011 カジ　ユウイチ 1012 クボ　シンイチ 1013 ヒラモト　コウイチ 1014 ハシモト　マサタカ

☆ 向山　昭三 ☆ 森　　秀吉 ☆ 渡辺　修二 ☆ 太田　清一 鍛冶　雄一 久保　真一 平本　晃一 橋本　正隆

21 ヤマサキ　コウジ 22 イバラギ　ケイジ 23 キヨタキ　ヨシミ 24 マキノ　ノブオ 1021 アライ　マサフミ 1022 フジワラ　ノブミツ 1023 タカノ　ヒサカズ 1024 タケナカ　ヒデアキ

☆ 山﨑　幸二 ☆ 伊原木敬二 ☆ 清瀧　好己 ☆ 牧野　信夫 新井　将文 藤原　伸充 高野　久和 竹中　秀顕

31 モリモト　ショウジ 32 フジエダ　ヨシアキ 33 コバヤシ　トシアキ 34 ソノハラ　サカエ 1031 ドバシ　シンジ 1032 オオミチ　シュンペイ 1033 ツジモト　アツヤ 1034 トバ　タカナオ

☆ 森元　正二 ☆ 藤枝　克彰 ☆ 小林　敏明 ☆ 園原　　栄 土橋　慎児 大道　俊平 辻本　淳哉 鳥羽　孝尚

41 ナカバヤシ　ヒロユキ 42 ヒガシモト　マサシ 43 ニシカワ　ヨシヒロ 44 タニザワ　シゲル 1041 イケダ　コウヘイ 1042 ニシノ　タカヒサ 1043 シンドウ　タカヤス 1044 スギモト　ツトム

☆ 中林　浩之 ☆ 東本　雅至 ☆ 西川　義公 ☆ 谷澤　　茂 池田　幸平 西野　貴久 眞銅　孝安 杉本　　勤

51 ニシワキ　マサキ 52 キタイ　ケイスケ 53 ナガレカワ　ヒロフミ 54 ニシダ　ヨシヒデ 1051 ミナミ　タダヒロ 1052 イシダ　タカヒロ 1053 コニシ　マサユキ 1054 カネモト　ヤスキ

☆ 西脇　正喜 ☆ 北井　啓介 ☆ 流川　博文 ☆ 西田　好英 南　　忠大 石田　敬宏 小西　正行 金本　康来

61 ウエツジ　テツミ 62 コイケ　ヤスユキ 63 マサトミ　ヒロシ 64 ヤナギタニ　ミツノブ 1061 ササキ　ダイ 1062 スギタ　カズノリ 1063 イモト　マサキ 1064 タケナカ　ヒロシ

☆ 上辻　徹身 ☆ 小池　康之 ☆ 正冨　　浩 ☆ 柳谷　充伸 佐々木　大 杉田　和宣 井本　正樹 竹中　博

71 キノシタ　ヨシタカ 72 ミヤベ　ヒロシ 73 イトウ　ヨシヒロ 74 マヅカ　タケオ 1071 ミナミガワ　フミオ 1072 ハットリ　ヤスタカ 1073 オオカワ　コウセイ 1074 ナカオ　ヒロシ

☆ 木下　吉隆 ☆ 宮部　　弘 ☆ 伊藤　嘉宏 ☆ 眞塚　健夫 南川　史雄 服部　恭尚 大川　孝誠 中尾　裕司

81 コクラ　マモル 82 ムコヨシ　コウタロウ 83 シンキ　ヨウイチ 84 キサキ　クニヒコ 1081 ミヤモト　トシユキ 1082 ウエダ　タケハル 1083 ニシオカ　ヒサオ 1084 サワダ　ムネヒト

☆ 小倉　　守 ☆ 向吉浩太朗 ☆ 新木　洋一 ☆ 紀先　邦彦 宮本　敏幸 上田　偉陽 西岡　久雄 澤田　宗士

91 オオワク　フミオ 92 イシダ　オサム 93 ナガヤマ　タダシ 94 アベ　ユタカ 1091 フジタ　マサヒデ 1092 ナカノ　ノリアキ 1093 イノウエ　コウイチ 1094 マツカワ　ヨウイチ

☆ 大和久郁夫 ☆ 石田　　治 ☆ 長山　　正 ☆ 阿部　　豊 藤田　雅英 中野　典昭 井上　康一 松川　陽一

101 コマツ　ノリユキ 102 カワバタ　サトシ 103 ワタイ　ジュンイチ 104 カナヤマ　ノブタカ 1101 ホンザワ　ヨシアキ 1102 カトウ　ユズル 1103 ウエスギ　コウイチ 1104 ハタナカ　ユウスケ

☆ 小松　範行 ☆ 川畑　　聡 ☆ 渡井　淳一 ☆ 金山　伸孝 本澤　良章 加藤　　弦 上杉　公一 畑中　祐介

111 イワモト　シュウイチ 112 ニシハラ　ケンジ 113 ササオカ　シンイチ 114 #N/A 1111 ノジマ　イワオ 1112 カトウ　ケイゴ 1113 キタバヤシ　イタル 1114 ユキマツ　リョウヘイ

☆ 岩本　秀一 ☆ 西原　健二 ☆ 笹岡　慎一 ☆ #N/A 野島　岩雄 加藤　肇悟 北林　　格 雪松　良平

121 サイトウ　ケイイチ 122 オオイデ　ユタカ 123 イサカ　ヒロシ 124 マツイ　トシユキ 1121 マツヤマ　コウイチロウ 1122 ミズノ　タカヒコ 1123 ウツノミヤ　ジュニヤ 1124 シマモト　ヒロフミ

☆ 斉藤　圭一 ☆ 大井手　豊 ☆ 井阪　　広 ☆ 松井　敏之 松山宏一郎 水野　孝彦 宇都宮受仁也 嶋本　博文

131 ヨシダ　ミノル 132 クボ　リョウヘイ 133 モトヤマ　アキラ 134 キムラ　コウイチ 1131 タバタ　ケイジ 1132 カワイ　リュウタ 1133 トヨヤマ　セイタロウ 1134 ニシウラ　カツシ

☆ 𠮷田　　実 ☆ 久保　良平 ☆ 元山　　晃 ☆ 木村　公一 田畑　恵司 河合　隆太 豊山清太郎 西浦　克至

141 タナカ　シゲユキ 142 ニノミヤ　コウイチ 143 ニシダ　ヨシヒロ 144 アツミ　ミツヒト 1141 サカクラ　シゲノブ 1142 ネゴロ　アツシ 1143 サカグチ　マサヒコ 1144 タナカ　ヒデキ

田中　繁行 二宮　弘一 西田　佳弘 渥美　光仁 坂倉　重信 根来　　篤 坂口　雅彦 田中　秀宜

151 オオカワ　トヨヒロ 152 ミツモト　ノブヤ 153 モリ　エイスケ 154 キヨカワ　ナリテツ 1151 サカモト　ヒロキ 1152 カワチヤ　ヒデ 1153 マツモト　ヒロシ 1154 オガワ　テルマサ

大川　豊廣 光本　信也 森　　英介 清川　成徹 坂本　浩規 河内屋　英 松本　浩至 小川　晃正

161 タツミ　ヒデカズ 162 キノシタ　トモキ 163 キタエ　アキヒロ 164 ウエダ　ジュン 1161 スエハラ　タケシ 1162 マツモト　トモフミ 1163 シマザキ　ヤスタカ 1164 モモガキ　タイチ

辰巳　栄一 木下　智喜 北江　彰浩 上田　　淳 末原　　健 松本　丈史 島崎　泰雄 百垣　太一

171 ヤマグチ　ヤスヒコ 172 オオタ　リュウイチロウ 173 キクチ　ケンジ 174 マツダ　ヒロアキ 1171 タダ　カズノリ 1172 イヌイ　ユウキ 1173 マツバヤシ　タイシュウ 1174 カトウ　シュン

山口　康彦 大田龍一郎 菊池　賢治 松田　浩明 多田　一紀 乾　　裕樹 松林　泰嵩 加藤　　駿

※当日は6：30から受付開始となります。※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18人　　シニアクラス：上位15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、大会前日(～18時)まではスポーツニッポン新聞社(℡06-6346-8522）、大会当日は奈良柳生CC(℡0742-93-0789)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。

(ＤＩＳＣＯＭ・コマ) (松栄興産・マンデー) (佐藤薬品工業・阿騎野) (クルーズ・有馬ロイヤル) (モノカブ・習志野) (ニトリ・マンデー)

(ゴルフパートナー・ＪＧＡ) (ミルキー・アートレイク) (島崎総合法律事務所・有馬ロイヤル) (自営・マンデー)

17 10:16 34 10:16

(アンサンブル・ヤマト) (大同機械製造・西宮高原)

16 10:08 33 10:08

(ハスト・飛鳥) (キノシタ・奈良万葉) (北広産業・奈良柳生) (マークス・マンデー)

(森英興産・田辺) (キッチンズイノベーション・阪奈) (大営メリヤス・国木原) (河内屋・大阪) (ＮＴＴフィールドテクノ・オークモント) (Ｂ＆Ｃ・マンデー)

(シン工業・阪奈) (ねごろ耳鼻咽喉科クリニック・大阪) (自営・貴志川) (タナカ歯科医院・マンデー)

15 10:00 32 10:00

(豊工業・万壽) (フタバ興業・きさいち)

14 9:52 31 9:52

(ライラック・センチュリーシガ) (エイタツ・交野) (アルプス印刷・関西) (渥美建設・花屋敷)

(トップランド・美加ノ原) (中日総合サービス・マンデー) (美容室ラン・貴志川) (青龍山・美加ノ原) (自営・東城陽) (関西ハウジング・阿騎野)

(大翁商事・京都) (ＮＷＳ・白浜) (ユージーグローイングアップ・美奈木) (日本エンジニア・センチュリー三木)

13 9:44 30 9:44

(アズマハウス・いなみフジ) (アイエスコーポレーション・交野)

12 9:36 29 9:36

(自営・枚方) (大築・鳴尾) (参天製薬・天野山) (マツイ・タラオ)

(リバーヒルコーポレーション笹岡・泉ヶ丘) #N/A (奈良県緑化土木・ヤマト) (ダイニングクエスト・北六甲) (関西レアル・旭国際宝塚) (雪松弘税理士事務所・奈良柳生)

(橿原ゴルフセンター・飛鳥) (リスビー・美奈木) (コーエイトレード・奈良柳生) (三精工事サービス・マンデー)

11 9:28 28 9:28

(自営・滝野) (ユニオンテック・ＡＢＣ)

10 9:20 27 9:20

(栄運輸工業・鳴尾) (アルフ・アソシエーツ・ディアーパーク) (ＷＡＴＡＩ　ＯＨＡＮＡ・関空クラッシック) (パナソニック・泉佐野)

(メグミエステート・伏尾) (ＣＦＪ合同会社・太子) (大地不動産・オークモント) (西和トラベル・双鈴土山) (北越電線・新大阪) (Ｓ＆Ｐｈｏｕｓｅ・美加ノ原)

(自営・レイクフォレスト) (自営・聖丘) (自営・ベニー) (井上酒造・六甲国際)

9 9:04 26 9:04

(ＯＳＭ・国木原) (よしみ・大阪)

8 8:56 25 8:56

(小倉開発・グロワール) (あさば仏教美術工房・大阪) (東新鉄建・ザサイプレス) (キサキ・神戸グランドヒル)

(かもじや・アートレイク) (社会医療法人阪南中央病院・聖丘) (牧主都市開発・岸和田) (自営・レイクフォレスト) (大川工業・阪奈) (プレスト・若松)

(ハーケン・法隆寺) (フォルム・阿山) (ゼロコーポレーション・ＪＧＡ) (羽曳野市役所・オークモント)

7 8:48 24 8:48

(吉永建設・大阪) (ティーエムエス・万壽)

6 8:40 23 8:40

(株徹身・六甲国際) (小池組・大阪) (白鷺運輸・橋本) (自営・マンデー)

(吉永建設・大阪) (髙橋工務店・いなみ) (南商店・大阪) (ストーンフィールド・奈良柳生) (ＣＯＮＹＪＡＰＡＮ・飛鳥) (ＲｅＣＯＭ・オークモント)

(鴻池運輸・泉南) (中筋建設　・グロワール) (真銅開発・オークモント) (永和・マンデー)

5 8:32 22 8:32

(本田技研工業・名神栗東) (キタイ製作所・万壽)

4 8:24 21 8:24

(中林建設・万壽) (自営・交野) (西川歯科医院・芦屋) (自営・加茂)

(コバヤシ産業・万壽) (自営・関西軽井沢) (土橋タイル店・奈良ロイヤル) (自営・奈良柳生) (宝ハウジング・富士スタジアム) (ＡＢＯＴ・マンデー)

(栄将・宮津) (ダイフジ・茨木) (自営・滋賀) (タケナカ・信楽)

3 8:16 20 8:16

(マックス・泉佐野) (自営・奈良の杜)

2 8:08 19 8:08

(山﨑鉄筋工業・レオグラード) (自営・みさき) (キヨタキ・加茂) (南海亜鉛鍍金・泉佐野)

(ロザリオ福祉会・加茂) (トータル・ナパラ一本松) (ミズノアベール・名神栗東) (エスケイ工業・ベニー) (自営・春日台) (はしもと歯科クリニック・マンデー)

組 時間 組 時間

1 8:00 18 8:00

(自営・奈良柳生) (太閤・法隆寺)

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
と　き：2021年7月14日（水）

アウトスタート インスタート
ところ：奈良柳生カントリークラブ

　☎　：0742-93-0789


