
　 　 　

☆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 マツイ　ユキオ 12 ミヤモト　マサヒデ 13 ナツヤマ　ジュンイチ 14 カワカツ　タカユキ 1011 アオキ　ユキヒロ 1012 タケモト　タカシ 1013 キダ　ヨシヒコ 1014 タワラ　タイシ

☆ 松井　幸男 ☆ 宮本　正秀 ☆ 夏山　淳一 ☆ 川勝　隆之 青木　幸弘 竹本　　貴 木田　義彦 田原　大志

21 ナカガワ　コウジ 22 コイズミ　コウジ 23 ニシオカ　タダシ 24 スミダ　ヒロシ 1021 タナカ　マサトウ 1022 オオツキ　マサヒロ 1023 ヨシオカ　カツヒロ 1024 オカザキ　ダイスケ

☆ 中川　幸次 ☆ 小泉　幸司 ☆ 西岡　　正 ☆ 角田　　弘 田中　雅登 大槻　雅博 吉岡　勝弘 岡崎　大高

31 ヤマザキ　アツシ 32 カワヒト　ヨシカ 33 フジワラ　コウイチ 34 ムラオ　シンジ 1031 クマガイ　ヒサシ 1032 ハカリ　ケンイチ 1033 カツヤマ　アキハル 1034 ナカムラ　ケイゴ

☆ 山﨑　　敦 ☆ 川人　良香 ☆ 藤原　浩一 ☆ 村尾　真司 熊谷　久志 計　　賢一 勝山　明治 中村　圭吾

41 エモト　マサヨシ 42 タキノ　フミハル 43 ミヤザキ　トシヒコ 44 ヤマモト　サトシ 1041 ムラカミ　マコト 1042 ウラノ　ヨウスケ 1043 オオハシ　タケアキ 1044 クロイシ　タツキ

☆ 江本　正義 ☆ 瀧野　文晴 ☆ 宮崎　敏彦 ☆ 山本　　聡 村上　　誠 浦野　陽介 大橋　武明 黒石　龍旗

51 トクヤ　ミツユキ 52 ツジ　マサユキ 53 オダギリ　マサハル 54 オカヤマ　トシキ 1051 オオタ　ヒロトシ 1052 タナカ　ユウヤ 1053 セト　ヨウスケ 1054 モリ　ヒデミツ

☆ 徳矢　光行 ☆ 辻　　正幸 ☆ 小田桐正治 ☆ 岡山　俊樹 太田　浩年 田中　有哉 瀬戸　陽介 森　　秀光

61 ワクタ　コウジ 62 フタミ　ヨシノリ 63 コバヤシ　ヒロキ 64 シバタ　ヒデカズ 1061 タダモリ　クニアキ 1062 ヤマグチ　ダイスケ 1063 ミヤバヤシ　シンゴ 1064 ワタナベ　カズヤ

☆ 和久田晃司 ☆ 二見　辰伯 ☆ 小林　宏樹 ☆ 柴田　秀一 只森　邦亮 山口　大輔 宮林　新吾 渡邊　和哉

71 ニシオ　タダシ 72 スギモト　マサヒト 73 マスダ　ヒデハル 74 ヤスダ　ヨシヒロ 1071 キタムラ　ヒサト 1072 ムラキ　ヒデユキ 1073 ソメヤ　ケイ 1074 ワカサ　タクマ

☆ 西尾　　正 ☆ 杉本　正人 ☆ 増田　秀治 ☆ 安田　義博 北村　久人 邑木　秀行 染谷　　啓 若狭　拓真

81 フジタ　シン 82 ワタナベ　ヒロフミ 83 アベ　ユキオ 84 オオツエ　エイイチ 1081 イワタ　ミツノリ 1082 オカヤマ　ケイイチ 1083 ヤマナカ　タカシ 1084 マナベ　ユウイチ

☆ 藤田　　伸 ☆ 渡邉　廣文 ☆ 阿部　行雄 ☆ 大杖　英一 岩田　光徳 岡山　圭一 山中　　崇 真鍋　裕一

91 サカネ　タダミ 92 ヤマダ　ケンジ 93 クサカ　ヒデオ 94 サトウ　リュウイチ 1091 アサクラ　ヒロアキ 1092 ミツダ　エイジ 1093 ウラタ　アツシ 1094 ナガサワ　アキノリ

☆ 坂根　正己 ☆ 山田　健司 ☆ 日下　秀男 ☆ 佐藤　龍一 朝倉　博昭 光田　英二 浦田　敦史 長澤　彰紀

101 エノモト　マサカズ 102 ナカガワ　ケンイチ 103 キムラ　タケシ 104 トオヤマ　ヒロシ 1101 フクモリ　タカヒロ 1102 ウホ　タカシ 1103 シモマエ　ヒロツグ 1104 カトウ　ユウイチ

☆ 榎本　雅一 ☆ 中川　謙一 ☆ 木村　武司 ☆ 遠山　博史 福森　隆博 宇保　　隆 下前　裕嗣 加藤　裕一

111 カワベ　ヒロシ 112 サカモト　ヤスキ 113 イリエ　ヒロシ 114 ハヤシ　シン 1111 カサジマ　ナオキ 1112 サイトウ　イツミ 1113 タナマチ　ヨシヒロ 1114 カワムラ　シゲキ

☆ 河部　　博 ☆ 坂本　悌城 ☆ 入江　　宏 ☆ 林　　　伸 笠嶋　直樹 齋藤　五実 棚町　義博 河村　恵樹

121 オオノ　ヤスオ 122 サワエ　タロウ 123 ワダ　サトシ 124 ヤギュウ　ケンシロウ 1121 フジシロ　ショウジロウ 1122 テラウチ　ケンジ 1123 ニシカワ　ヤスヒサ 1124 モチダ　ヤスヒデ

大野　泰生 澤江　太郎 和田　　聡 柳生健志郎 藤城正治郎 寺内　賢治 西川　泰永 餅田　恭秀

131 イサカ　ナオキ 132 ナカズ　モトハル 133 スギモト　ショウサイ 134 オザキ　イサオ 1131 ダイモン　アツシ 1132 マツモト　ケンジ 1133 オオヤマ　マサナオ 1134 コジョウ　タカツグ

井坂　直樹 中圖　基晴 杉本　尚斉 尾﨑　　功 大門　篤史 松本　健二 大山　政直 小城　孝次

141 ヨシカワ　タクヤ 142 ヤスオカ　ヒロシ 143 ハシモト　ショウタ 144 ニシムラ　ヒデキ 1141 シロヤマ　ヒロアキ 1142 ハマノ　テツユキ 1143 アリモト　ヒロヨシ 1144 ナカニシ　シンタロウ

吉川　拓哉 安岡　　宏 橋本　将大 西村　秀紀 白山　裕晃 浜野　哲行 有元浩世史 中西晋太郎

151 リクハシ　ヒデキ 152 キシモト　ツヨシ 153 ハヤシ　ミツノリ 154 シモヤ　ヒロマサ 1151 タカオ　ヨウスケ 1152 フジタ　アツシ 1153 ブンノ　コウジ 1154 ヒロセ　タダシ

陸橋　秀規 岸本　　毅 林　　光紀 下家　浩正 高尾　陽介 藤田　敦士 文野　考二 廣瀬　　正

161 カタギリ　アキヒデ 162 アンドウ　マサノリ 163 ジョウマエ　ヒトシ 164 ニワヤマ　ヒサヨシ 1161 ノダ　マサシ 1162 トガワ　タカトシ 1163 テラゾノ　タモツ 1164 サイシン　ツネユキ

片桐　公秀 安堂　誠孝 城前　　仁 庭山　久由 野田　雅司 東川　貴俊 寺園　　保 齊信　統以

171 マエダ　ユウキ 172 ワキサカ　ヤスユキ 173 ウエムラ　カツマサ 174 ハヤシ　マコト 1171 ミツモト　ノブヤ 1172 オオムラ　ヤスオ 1173 カヤキ　ヨシタカ 1174 ドイ　ケイジ

前田　祐樹 脇坂　泰行 植村　勝將 林　　　誠 光本　信也 大村　康郎 榧木　賀隆 道井　啓司

181 テラオカ　トシヒロ 182 モリ　ヨウイチ 183 クマダ　ヒロシ 184 ヤスモト　テルミチ 1181 カツハラ　シロウ 1182 オオヒラ　カズマサ 1183 ミヤモト　ノリアキ 1184 モリタ　ナルヒコ

寺岡　俊宏 森　　洋一 熊田　博志 安本　晃通 勝原　司朗 大平　和正 宮本　徳昭 森田　成彦

191 サワイ　サトル 192 タケダ　モリヒロ 193 ナカムラ　カズナリ 194 イワタ　ミツオ 1191 オカモト　タダシ 1192 キシ　アキヒデ 1193 ヨシオカ　タカオ 1194 カワチ　ヒロシ

澤井　　悟 武田　守弘 中村　壽成 岩田　光生 岡本　忠司 貴志　彰英 吉岡　尚生 川内　　浩

201 イシモト　タクミ 202 ベッショ　アキラ 203 キシ　トモヒロ 204 マスダ　ダイスケ 1201 タカダ　ヒロシ 1202 オカ　ダイスケ 1203 シノハラ　ケンジ 1204 タナカ　ヒロアキ

石本　　巧 別所　　亨 貴志　友洋 増田　大輔 高田　弘司 岡　　大介 篠原　健二 田中　玄明

当日は6：00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26人　　シニアクラス：上位13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）、大会当日は城陽ＣＣ(℡0774-52-2525)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7月7日（水）

ところ：城陽カントリー倶楽部・東コース

　☎　：0774-52-2525

(自営・アートレイク) (ファースト住建・ゴールデンバレー) (大阪商運・奈良国際) (自営・城陽) (自営・有馬ロイヤル) (ミカド輸送・センチュリー・シガ)

組 時間 組 時間

1 7:30 21 7:30

(プライム・朽木) (マニッシュ マロック・京阪)

3 7:46 23 7:46

(伏尾自動車・天野山) (トランスポート　マップ・グランベール京都)

2 7:38 22 7:38

(日本エスト・パインレーク) (小泉歯科医院・れいせん) (積水ハウス・グランベール京都) (自営・マンデー)

(藤原工業・奈良国際) (自営・マンデー) (ホロスプランニング・京都) (自営・茨木国際) (勝山商店・阿騎野) (自営・ＪＧＡ)

(プラム・奈良国際) (大槻塗装・万壽) (千寿製薬・デイリー信楽) (鴻ノ池運輸・ＪＧＡ)

5 8:02 25 8:02

(自営・法隆寺) (フロアーテックス・日清都)

4 7:54 24 7:54

(イーエムオー・美加ノ原) (Ｄｒｅａｍ　Ｍａｋｅｒ・奈良ロイヤル) (オフィスミヤザキ・日野) (滝川運輸・貴志川)

(自営・京都) (りそな銀行・ヤマト) (自営・奈良国際) (オオミヤ・サンリゾート) (司法書士法人せと事務所・花屋敷) (マスミテック・マンデー)

(エムテック・信楽) (ホロスプランニング・京都) (テイク・交野) (タックケア・愛宕原)

7 8:18 27 8:18

(西尾建設・新大阪) (自営・きさいち)

6 8:10 26 8:10

(自営・枚方) (小林工務店・大津) (グリーングリーン・西宮高原) (ダイニングキッチン　粋・奈良)

(増田運送・甲賀) (風雅・甲賀) (自営・朽木) (ＧｒｅｅｎＢｕｄｄｙ・ＪＧＡ) (プルデンシャル生命保険・新宝塚) (ジャンク屋　哲・マンデー)

(鏡畑電気・高槻) (はなまる・ベニー) (宮林電工・レイクフォレストリゾート) (アトリエ１８・マンデー)

9 8:34 29 8:34

(北急ハウジング・ジャパンビレッジ) (ヤマダソリューションオフィス・東城陽)

8 8:26 28 8:26

(FUJI　ETWAS・鳴尾) (エイト・プラスワン・六甲) (中濃理研・京都) (自営・枚方)

(パシオン・信楽) (佐藤工業・京都) (朝倉設備・万壽) (ビリケンゴルフ・コマ) (ダイハート物流・交野) (長澤歯科・マンデー)

(ロッシュジャパン・日清都) (ゆうき会・滋賀) (トラスティ飛鳥・信楽) (大黒天物産・マンデー)

11 8:50 31 8:50

(島津製作所・大甲賀) (自営・貴志川)

10 8:42 30 8:42

(みやび水産・みさき) (第一ゴルフ・信楽) (プルデンシャル生命保険・有馬ロイヤル) (ウィズ・新大阪)

(自営・久美浜) (テイシンホールディングス・宇治田原) (三笠・メイプルヒルズ) (サイコー・関西クラシック) (京都ホーム・信楽) (パナソニック・ＪＧＡ)

(福樹園・ヤマト) (三宝工業・西宮高原) (ウエストジャパン　オートサービス・国木原) (自営・枚方国際)

13 9:14 33 9:14

(丸二化成工業・泉佐野) (クロスポイント・大阪)

12 9:06 32 9:06

(朝日タクシー・貴志川) (ＨＣＳ・奈良ロイヤル) (エスフォーライフ・きさいち) (美加ノ原カンツリークラブ・マンデー)

(自営・奈良ロイヤル) (ハッピーライフ・マンデー) (医療法人協和会・よみうり) (松本左官店・みずほ) (自営・信楽) (コジョウテックス・城陽)

(藤城建装・メイプルヒルズ) (ダイキンシートメタル・泉佐野) (双和機設・信楽) (ＯＣＵＨ・ＪＧＡ)

(白山道路建設・日野) (浜野運送・信楽) (SＥＨIＲＯ・法隆寺) (ナカニシ・ひかみ)

14 9:22 34 9:22

(吉川化成・伏尾) (京進樹脂工業・グランベール京都) (豊橋企画・茨木高原) (協和エクシオ・マンデー)

15 9:30

(晃進産業・美奈木) (シーメンス・猪名川国際) (京仏壇はやし・グランベール京都) (一倉・マンデー)

(武田物産・きさいち) (亰商事・城陽) (ＭＩＹデンタルサポート・京都)

16 9:38

(片桐工業・伏見) (安堂製作所・関西クラシック) (自営・ディアーパーク) (パナソニック・マンデー)

17 9:46

(前田組・交野) (自営・美奈木) (デネブ・橋本) (セイシン・マンデー)

20 10:10

(自営・ジャパンクラシック) (リフレックス・聖丘) (ニッタ・トーシンプリンスビル) (まごころ・橋本)

35 9:30

(高陽・八女上陽)

37 9:46

(フタバ興業・きさいち)

39 10:02

(大倉開発・大津)

18 9:54

(自営・レイクフォレストリゾート) (自営・滝野) (自営・きさいち) (アルコム・城陽)

19 10:02

(修斗建設・奈良若草)

(藤田工業・きさいち) (日本航空・京阪) (東海電工・滋賀)

36 9:38

(ツカサテック・センチュリー・シガ) (とがわ鍼灸マッサージ院・きさいち) (ていさん商事・美加ノ原) (ライフサポート・ニジュウイチ・泉佐野)

(若葉商会・京都) (カヤキ・美加ノ原) (ラビットコーポレーション・泉佐野)

38 9:54

(カツハラ・滋賀) (湯元舘・ベアズパウジャパン) (トーホー・大津) (はら耳鼻咽喉科・ゴールデンバレー)

(ＢＳＣ・宝塚) (正法院・グランベール京都) (日本イーライリリー・滋賀)

40 10:10

(ホーリーターフエステート・滝野) (ウィ・キャンコーポレーション・箕面) (三虎電設・聖丘) (自営・枚方国際)


