
　 　 　

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 オカ　トウタロウ 12 オオヤマ　ヒロツグ 13 ツジムラ　サトシ 14 オオサワ　ヤスヒサ 1011 ヤマダ　ジュンジ 1012 オオタケ　ヒデト 1013 カワベ　ケンジ 1014 キムラ　マサユキ

☆ 岡　藤太郎 ☆ 大山　博嗣 ☆ 辻村　　敏 ☆ 大澤　泰尚 山田　純司 大竹　秀人 川邊　賢二 木村　真之

21 フジイ　ヒロフミ 22 シンヤ　ヒロヒデ 23 ナカムラ　ヨシオ 24 ハシムカイ　ハジメ 1021 タテマツ　リョウスケ 1022 イシカワ　シゲオ 1023 ニシムラ　トシアキ 1024 ウシオ　タツヤ

☆ 藤井　広文 ☆ 新谷　博英 ☆ 中村　吉男 ☆ 橋向　　元 立松　良介 石川　重夫 西村　敏明 牛尾　達弥

31 ムラサキ　アキラ 32 スミ　ヒラク 33 ウエノ　マサト 34 ハンダ　ケンジ 1031 タナカ　ケンゴ 1032 コンノ　ショウゴ 1033 コンドウ　ミノル 1034 ナカムラ　ヤスノリ

☆ 村崎　　朗 ☆ 角　　　拓 ☆ 植野　昌人 ☆ 半田　健二 田中　賢吾 今野　正吾 近藤　　稔 中村　康紀

41 トミタ　コウイチ 42 タカヤマ　サトル 43 ヤスダ　タダシ 44 サコ　ヒロム 1041 ハタケヤマ　シンイチ 1042 クロサワ　マサユキ 1043 ヤマダ　アツシ 1044 モリマツ　ヒロシ

☆ 冨田　耕一 ☆ 髙山　　悟 ☆ 安田　傳司 ☆ 佐古　　弘 畠山　真一 黒澤　正之 山田　　淳 森松比呂志

51 ヤマグチ　キミヒコ 52 イトウ　ツトム 53 マツバラ　ヤスユキ 54 テルヤ　サトシ 1051 バンノ　トモヒサ 1052 タキカワ　ユウジ 1053 カワダ　ジュンヤ 1054 ワタナベ　タカヨシ

☆ 山口　公彦 ☆ 伊藤　　勤 ☆ 松原　泰之 ☆ 照屋　　敏 阪野　智久 瀧川　祐司 川田　淳也 渡邉　貴由

61 ニシワキ　マサキ 62 サコグチ　コウ 63 オオハシ　ナオキ 64 ウンノ　タケシ 1061 ムラタ　ヤスシ 1062 ナカムラ　マサツグ 1063 ワカスギ　タカシ 1064 スギヤマ　シノブ

☆ 西脇　正喜 ☆ 峪口　　幸 ☆ 大橋　直樹 ☆ 海野　武司 村田　靖司 中村　昌嗣 若杉　孝志 杉山　　忍

71 ヨコヤマ　ヒロヤス 72 カタオカ　シゲキ 73 フジガキ　シンイチロウ 74 ウエムラ　ヒロカズ 1071 ホリグチ　ヨシヒロ 1072 ミヤザキ　フユシ 1073 ニシカワ　マサヒロ 1074 カトウ　マサヤ

☆ 横山　浩康 ☆ 片岡　茂樹 ☆ 藤垣紳一郎 ☆ 植村　浩和 堀口　典弘 宮崎　冬詩 西川　雅裕 加藤　雅也

81 カワグチ　シン 82 キタジマ　タカシ 83 フクモリ　ヒサシ 84 エノキ　サトシ 1081 フクオカ　ハヤト 1082 ハヤカワ　ナオキ 1083 イケダ　タカアキ 1084 コイシ　マサアキ

☆ 川口　　伸 ☆ 北嶋　孝司 ☆ 福森　久之 ☆ 榎　　　聡 福岡　逸人 早川　直希 池田　高明 小石　雅明

91 イマニシ　ヒロユキ 92 クリタ　マサトシ 93 カタオカ　ヒサノリ 94 ババ　アツシ 1091 ヒラタ　ヨシカツ 1092 フキタ　ダイスケ 1093 モロオカ　リョウ 1094 ナガハシ　ヨシアキ

☆ 今西　弘幸 ☆ 栗田　昌俊 ☆ 片岡　久典 ☆ 馬場　　淳 平田　義勝 冨貴田大輔 諸岡　　亮 永橋　克明

101 イマニシ　トシヒコ 102 コバヤシ　タカシ 103 ヒラオカ　ダイジロウ 104 アベ　ユキオ 1101 マツバヤシ　シンヤ 1102 イワサキ　ヨシノリ 1103 フジタ　ソウタイ 1104 ハヤカワ　ヨウスケ

☆ 今西　敏彦 ☆ 小林　　敬 ☆ 平岡大二郎 ☆ 阿部　行雄 松林　信弥 岩崎　善徳 藤田　相泰 早川　陽介

111 ヒラオ　ヨシヒコ 112 ナカムラ　シュウイチ 113 モリタ　ヒロユキ 114 ムラセ　ヤスヒロ 1111 セキヤ　タケオ 1112 ミヤコ　カズマ 1113 トナリ　ショウタ 1114 ノダ　カツナリ

平尾　喜彦 中村　秀一 森田　裕行 村瀬　康裕 関谷　健夫 都　　和馬 隣　　奨太 野田　勝成

121 ミナミ　ケンジ 122 ニッタ　ユウシ 123 マツオカ　ダイスケ 124 キクチ　コウヘイ 1121 カンドリ　ユウキ 1122 タケダ　ダイスケ 1123 ヤマダ　タツヤ 1124 #N/A

南　　憲司 新田　雄史 松岡　大輔 菊地　孝平 神取　佑樹 武田　大輔 山田　達矢 #N/A

131 タニウチ　ショウゴ 132 オジ　タカシ 133 タカキタ　カズシ 134 ハマダ　ジュン 1131 オカダ　サトル 1132 オオニシ　ジュン 1133 サワダ　ムネヒト 1134 タナビキ　コウジ

谷内　祥吾 尾子　高史 高北　和司 濱田　　潤 岡田　　賢 大西　　潤 澤田　宗士 田靡　考志

141 ミズタニ　トモヤ 142 ヤマシタ　ヒトシ 143 サクラギ　マナブ 144 ベッショ　タカユキ 1141 アサノ　タカヒロ 1142 サトウ　キイチロウ 1143 エバ　ダイジ 1144 カネハラ　ヨシタカ

水谷　友哉 山下　　等 桜木　　学 別所尚由記 浅野　高浩 佐藤喜一郎 江場　大二 金原　好隆

151 カミムラ　サブロウ 152 ヨシダ　タク 153 オオノ　マサヒロ 154 #N/A

上村　三郎 吉田　達功 大野　雅弘 #N/A

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５人　　シニアクラス：上位３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、大会前日まではスポーツニッポン新聞社(℡06-6346-8522）、大会当日は西日本セブンスリーGC(℡0598-42-1212)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。

15 9:36

(自営・マンデー) (エフティシー・マンデー) (日産化学・マンデー) #N/A

14 9:27 29 9:27

(新和土建・スリーレイクス) (自営・ザ) (桜木建設・富士可児) (三重県観光開発・マンデー)

(ファースト住宅サービス・彦根) (ジェイトラックワールド・三重白山) (井上酒造・六甲国際) (ＫＲＳ興産・西日本セブンスリー)

(ｒｅｎоｖａｌ・姉ヶ崎) (三井住友信託銀行・鎌倉) (ＮＵＣグループ中部白蟻研究所・マンデー) #N/A

(藤信興産・マンデー) (自営・マンデー) (自営・マンデー) (金原興業・ＪＧＡ)

(愛知学院大学・岐阜関) (センコー・山の原) (リンテン・大垣) (八甲・ＪＧＡ)

(松林内装・ＪＧＡ) (ＥＹ新日本有限責任監査法人・山の原) (笙貫堂・太平洋六甲) (ＰＤＡ・マンデー)

13 9:18 28 9:18

(Ｔｐ・朽木) (自営・エクセレント伊勢大鷲)

12 9:09 27 9:09

(みなみクリニック・奈良柳生) (自営・三重白山) (香芝旭ヶ丘病院・コマ) (日本モーターボート選手会・浜松シーサイド)

(コーワ工業・タートルエース) (セントラル硝子・マンデー)

(アルファモール・南山) (丸亀産業・松阪) (亮栄興業・伊勢大鷲) (オフィス永橋・マンデー)

(医療法人ＬＥＡＦ・三好) (港友運輸・スリーレイクス) (ジャパンクラシックカントリー倶楽部・ＪＧＡ) (自営・岐阜セントフィールド)

11 9:00 26 9:00

(一幸鮨・ＪＧＡ) (大東サッシ工業所・交野)

10 8:51 25 8:51

(ウイズソフトウェア・奈良柳生) (ニューズ・名阪ロイヤル) (自営・奈良柳生) (中濃理研・京都)

(百五カード・西日本セブンスリー) (名古屋銀行・マンデー)

(ホリセイ・ライオンズ) (三重保険企画・三重フェニックス) (Ｊ・ムロウ３６) (名阪観光・鈴鹿)

(村田建設・ザ) (ナカショウカーズ　・グレイスヒルズ) (若杉設備・ライオンズ) (三晃製砥・マンデー)

9 8:42 24 8:42

(スマイルフォーユー・西日本セブンスリー) (バンダイゴルフ練習場・三重白山)

8 8:33 23 8:33

(川口屋・西日本セブンスリー) (日生エンジニアリング・メナード西濃) (旭ダイヤモンド工業・亀山) (シナネンゼオミック・セントクリーク)

(豊田通商・三好) (百福カンパニー・マンデー)

(大翔興産・新南愛知) (自営・白山ヴィレッジ) (ウインライフ・富士可児) (静岡ジーピー・マンデー)

(畠山建築事務所・信楽) (東海信号・三重フェニックス) (ニフコ・ＪＧＡ) (自営・マンデー)

7 8:24 22 8:24

(横建土木・ローモンド) (自営・西日本セブンスリー)

6 8:15 21 8:15

(本田技研工業・名神栗東) (ジェイテクト・加茂) (大橋クリニック・伊勢) (大林組・ＪＧＡ)

(蘇原第二小学校・岐阜) (ヤマト運輸・三重白山)

(自営・三重白山) (今野製作所・ライオンズ) (ＥＮＥＯＳウィング・ジャパンクラシック) (村山ゴルフクラブ・マンデー)

(自営・ナガシマ) (自営・白山ヴィレッジ) (自営・太閤坦) (日本郵便甲西郵便局・マンデー)

5 8:06 20 8:06

(山口歯科医院・伊勢) (明空調サービス・大樹旭)

4 7:57 19 7:57

(富田産業・タートルエース) (髙山海苔店・西日本セブンスリー) (富士フイルムメディカル・名阪ロイヤル) (観念寺蓮華会館・白山ヴィレッジ)

(松原商会・六甲) (零・マンデー)

3 7:48 18 7:48

(セントラル硝子・名松) (奥村組・海南高原)

2 7:39 17 7:39

(自営・桑名) (アルファコーポレーション・西日本セブンスリー) (愛知工業大学・伊勢) (津工業高等学校・マンデー)

(南海砂利 ・日本ダイヤモンド) (光輝・マンデー)

(アイブレーン・伊勢) (大林組・マンデー) (ジェイネクストロジスティクス・グランデージ) (大竹歯科・阿山) (テクノ菱和・西日本セブンスリー) (イイダ産業・マンデー)

組 時間 組 時間

1 7:30 16 7:30

(岡診療所・日野) (サンアイ電工・南紀白浜)

☆はシニア（55歳以上）

内閣総理大臣杯第52回日本社会人ゴルフ選手権中部予選

第34回中部社会人ゴルフ選手権
と　き：2021年8月19日（木）

ところ：西日本セブンスリーゴルフクラブ

　☎　：０５９８-４２-１２１２
アウトスタート（18ホール・スループレー） インスタート（18ホール・スループレー）


