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11 ナカガワ　コウジ 12 イデ　カツミ 13 フジワラ　コウイチ 14 タナカ　マサヒコ 1011 クマガイ　ヒサシ 1012 サカクラ　シゲノブ 1013 タカオ　ヨウスケ 1014 スギモト　タケシ

☆ 中川　幸次 ☆ 井出　勝己 ☆ 藤原　浩一 ☆ 田中　昌彦 熊谷　久志 坂倉　重信 高尾　陽介 杉本　武士

21 ヤマサキ　コウジ 22 ワタナベ　タカユキ 23 キサキ　クニヒコ 24 サトウ　リュウイチ 1021 ヒガシハラ　マサノリ 1022 アサクラ　ヒロアキ 1023 ムラカミ　マコト 1024 キタヤマ　タダシ

☆ 山﨑　幸二 ☆ 渡邉　孝幸 ☆ 紀先　邦彦 ☆ 佐藤　龍一 東原　雅典 朝倉　博昭 村上　　誠 北山　　忠

31 カドタ　コウジ 32 マサトミ　ヒロシ 33 カワベ　ヒロシ 34 ナカガワ　ケンイチ 1031 ヤスフク　サトシ 1032 ノジマ　イワオ 1033 ササキ　ダイ 1034 オオヒラ　カズマサ

☆ 門田　亨治 ☆ 正冨　　浩 ☆ 河部　　博 ☆ 中川　謙一 安福　　智 野島　岩雄 佐々木　大 大平　和正

41 ウエツジ　テツミ 42 ヤマザキ　アツシ 43 ナガヤマ　タダシ 44 #N/A 1041 タケモト　タカシ 1042 タナマチ　ヨシヒロ 1043 マスイ　ヨシハル 1044 #N/A

☆ 上辻　徹身 ☆ 山﨑　　敦 ☆ 長山　　正 #N/A 竹本　　貴 棚町　義博 増井　義治 #N/A

51 アカヤマ　マサミ 52 エノモト　マサカズ 53 カツモト　コウジ 54 フルカワ　ヒサオ 1051 ミズシマ　タカアキ 1052 マスダ　アキヒコ 1053 イノウエ　ヤスヒト 1054 イシダ　タカヒロ

☆ 赤山　正己 ☆ 榎本　雅一 ☆ 勝本　浩二 ☆ 古川　久男 水島　孝昌 増田　昭彦 井上　泰人 石田　敬宏

61 ムカイヤマ　ショウゾウ 62 サカネ　タダミ 63 ナガレカワ　ヒロフミ 64 コイズミ　コウジ 1061 ドヒ　ノリオ 1062 ヤマシタ　キョウヘイ 1063 モリ　カズヒト 1064 ウメハラ　タカヒロ

☆ 向山　昭三 ☆ 坂根　正己 ☆ 流川　博文 ☆ 小泉　幸司 土肥　宣夫 山下　恭平 森　　和人 梅原　孝博

71 タカハシ　トオル 72 ヤマモト　ヒデキ 73 ニシハラ　ケンジ 74 クサカ　ヒデオ 1071 ヨシダ　リョウ 1072 カサジマ　ナオキ 1073 オオミチ　シュンペイ 1074 エノキ　キョウスケ

☆ 髙橋　　徹 ☆ 山本　秀樹 ☆ 西原　健二 ☆ 日下　秀男 吉田　　量 笠嶋　直樹 大道　俊平 榎　　恭介

81 エモト　マサヨシ 82 イバラギ　ケイジ 83 ヒロタ　ロクロウ 84 #N/A 1081 タケシタ　テツオ 1082 フジイ　マサヒコ 1083 ヤマガタ　ケンイチロウ 1084 ハヤシ　マコト

☆ 江本　正義 ☆ 伊原木敬二 ☆ 廣田　六郎 #N/A 竹下　哲生 藤井　将彦 山形兼一郎 林　　　誠

91 ナカツチ　ヤスシ 92 ナカムラ　ケイジ 93 ヤマモト　タカノリ 94 ツジ　マサユキ 1091 イシグチ　マサジ 1092 タナカ　シゲユキ 1093 アヅマ　コウヘイ 1094 #N/A

☆ 中土　　靖 ☆ 中村　啓二 ☆ 山本　貴永 ☆ 辻　　正幸 石口　勝治 田中　繁行 東　　公平 #N/A

101 トモナガ　サトル 102 オオワク　フミオ 103 ワタナベ　ヨシヤス 104 コバヤシ　ヒロキ 1101 カトウ　リュウタ 1102 イサカ　ナオキ 1103 ミナミガワ　フミオ 1104 キシ　トモヒロ

☆ 友長　　悟 ☆ 大和久郁夫 ☆ 渡辺　善康 ☆ 小林　宏樹 加登　隆太 井坂　直樹 南川　史雄 貴志　友洋

111 ミツイ　ヨシケイ 112 シロモト　ナリオ 113 カワグチ　アキヒサ 114 ミヤベ　ヒロシ 1111 マサキ　ヒトシ 1112 カトウ　トキヒコ 1113 ニシイエ　ヒサオ 1114 フジワラ　ノブミツ

☆ 三井　吉奎 ☆ 城本　成男 ☆ 川口　明久 ☆ 宮部　　弘 正木　　仁 加藤　時彦 西家　久雄 藤原　伸充

121 サイトウ　ケイイチ 122 コイケ　ヤスユキ 123 イサカ　ヒロシ 124 #N/A 1121 タカダ　ヒロシ 1122 ヨシカワ　タクヤ 1123 イトウ　リョウジ 1124 ヒラモト　コウイチ

☆ 斉藤　圭一 ☆ 小池　康之 ☆ 井阪　　広 #N/A 高田　弘司 吉川　拓哉 伊藤　亮志 平本　晃一

131 サコン　テツヤ 132 オグラ　ノブユキ 133 ナカズ　モトハル 134 ニシウラ　カツシ 1131 キタヤマ　ケンタロウ 1132 ウチダ　ヨウスケ 1133 イヌイ　ユウキ 1134 スズキ　エイト

左近　哲也 小倉　信行 中圖　基晴 西浦　克至 北山健太郎 内田　洋輔 乾　　裕樹 鈴木　詠人

141 タバタ　ケイジ 142 オオカワ　トヨヒロ 143 ハマノ　テツユキ 144 オオニシ　シロウ 1141 タカノ　ケンタ 1142 スエハラ　タケシ 1143 タダ　カズノリ 1144 #N/A

田畑　恵司 大川　豊廣 浜野　哲行 大西　史郎 髙野　健汰 末原　　健 多田　一紀 #N/A

151 イワミ　タカトシ 152 クサオカ　リュウイチ 153 オオノ　ヤスオ 154 キダ　トオル 1151 ミカミ　ヨウジロウ 1152 マツヤマ　コウイチロウ 1153 タナカ　ユウヤ 1154 ヤマザキ　コウヘイ

岩見　貴敏 草岡　竜一 大野　泰生 喜田　　徹 三上陽二郎 松山宏一郎 田中　有哉 山崎　皓平

161 マエダ　ユウキ 162 ミヤモト　トシユキ 163 ミツモト　ノブヤ 164 オカヤマ　ケイイチ 1161 ダイモン　アツシ 1162 カヤキ　ヨシタカ 1163 ダイドウ　カズキ 1164 ウエムラ　カツマサ

前田　祐樹 宮本　敏幸 光本　信也 岡山　圭一 大門　篤史 榧木　賀隆 大同　一輝 植村　勝將

171 オカモト　タダシ 172 オオムラ　ヤスオ 173 ミツダ　エイジ 174 カツヤマ　アキハル

岡本　忠司 大村　康郎 光田　英二 勝山　明治

☆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。

【予選通過】一般クラス：上位20人、シニアクラス：上位10人　※同スコアの場合はマッチング・スコアカード方式で決定　

【検温】当日は会場にて検温を実施させていただきます。37.5度以上の場合は出場をお断りさせていただく場合があります。参加同意書（公式サイトに掲載）を必ずご持参ください。

※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。

(大翁商事・京都) (オオミヤ・サンリゾート) (三井不動産レジデンシャル・チェリーヒルズ)

33 9:52

(医療法人協和会・よみうり) (カヤキ・美加ノ原) (ルーツゴルフ・ベアズパウジャパン) (デネブ・橋本)

成績速報はコチラ　→→→

32 9:44

(つるやゴルフ・滝野)

16 9:52

(前田組・交野) (自営・レイクフォレスト) (フタバ興業・きさいち) (ゆうき会・滋賀)

17 10:00

(大倉開発・大津) (若葉商会・京都) (ビリケンゴルフ・コマ) (勝山商店・阿騎野)

14 9:36 31 9:36

(美容室ラン・貴志川) (豊工業・万壽) (浜野運送・信楽) (イーエス工業・ベニー)

15 9:44

(電通・北六甲) (ミヤコ産業・山の原) (朝日タクシー・貴志川) (青柳産業・滝野)

(センコー・ラインヒル) (自営・千刈) (クルーズ・有馬ロイヤル) (エスタイル・美奈木)

(ホーリーターフエステート・滝野) (吉川化成・伏尾) (日本高速物流・宝塚) (自営・春日台)

(センコー・阪奈) (ゴルフパートナー・ＪＧＡ) (佐藤薬品工業・阿騎野) #N/A

(お好み鉄板　がるぼ・旭国際宝塚) (ａt　ｌｉｆｅ・滝野) (モリタ・武庫ノ台) (ダイフジ・茨木)

(加登・ＡＢＣ) (丸二化成工業・泉佐野) (牧主都市開発・岸和田) (ニッタ・トーシンプリンスビル)

13 9:28 30 9:28

(バイキング左近・関空クラシック) (小倉空調・ゴールデンバレー)

12 9:20 29 9:20

(自営・枚方) (小池組・大阪) (参天製薬・天野山) #N/A

(クロスポイント・大阪) (関西ハウジング・阿騎野)

(石口不動産・神有) (ライラック・センチュリーシガ) (東興業・デイリー信楽) #N/A

(丸善工業・きさいち) (自営・奈良国際) (自営・洲本) (セイシン・マンデー)

11 9:12 28 9:12

(三井ホーム産業・天理) (城本建設・クラウンヒルズ京都)

10 8:56 27 8:56

(フタバ興業・アートレイク) (ＯＳＭ・国木原) (エイトスナイプ・茨木国際) (グリーングリーン・西宮高原)

(川口建設・南紀白浜) (ティーエムエス・万壽)

(大阪フジサービス・西宮高原) (三笠・メイプルヒルズ) (自営・奈良柳生) (信和産工・四条畷)

(五洋産業・小野グランド) (公伸・滝野) (ＭＴＳ・マスターズ) (ＺＥＶ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ・奈良万葉)

9 8:48 26 8:48

(つるやゴルフ・宝塚) (自営・奈良若草)

8 8:40 25 8:40

(イーエムオー・美加ノ原) (自営・みさき) (近畿地水　・名神八日市) #N/A

(山三林業・奈良国際) (フロアーテックス・日清都)

(ミズシマ・奈良若草) (三興建材・木津川) (インデックス・聖丘) (ストーンフィールド・奈良柳生)

(自営・城陽) (京都ホーム・信楽) (阿波屋・タカガワ東徳島) #N/A

7 8:32 24 8:32

(Ｔ’ｓ　ｐｒｏｄｕｃｔｓ・有馬ロイヤル) (大阪北斗運輸・関空クラシック)

6 8:24 23 8:24

(自営・奈良柳生) (北急ハウジング・ジャパンビレッジ) (吉永建設・大阪) (小泉歯科医院・れいせん)

(ユニオンテック・ＡＢＣ) (パシオン・信楽)

(コンポジットテクノ・オレンジシガ) (奈良県緑化土木・ヤマト) (ハーケン・法隆寺) (湯元舘・ベアズパウジャパン)

(アジヨシ・北六甲) (朝倉設備・万壽) (エムテック・信楽) (西日本電信電話・小野グランド)

5 8:16 22 8:16

(赤山建鉄・大阪) (みやび水産・みさき)

4 8:08 21 8:08

(株徹身・六甲国際) (伏尾自動車・天野山) (メグミエステート・伏尾) #N/A

(勝匠・三木よかわ) (自営・マンデー)

3 8:00 20 8:00

(ツーグリーンプランニング・奈良若草) (白鷺運輸・橋本)

2 7:52 19 7:52

(山﨑鉄筋工業・レオグラード) (渡辺塗装・花屋敷) (キサキ・神戸グランドヒル) (佐藤工業・京都)

(島津製作所・大甲賀) (第一ゴルフ・信楽)

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（決勝）

アウトスタート インスタート

と　き：2021年8月25日（水 ）

ところ：枚方カントリー倶楽部

　☎　：072-858-8331

(ホロスプランニング・京都) (シン工業・阪奈) (高陽・八女上陽) (ＧＳユアサ・グランベール京都)

組 時間 組 時間

1 7:44 18 7:44

(日本エスト・パインレーク) (ヴェルテックス・茨木高原) (藤原工業・奈良国際) (トレーニングカレッジクビラ・マンデー)


