
期　 日　　平成22年7月21日（水）

会　 場　　美奈木ゴルフ倶楽部

参加数　　96人 主催：関西ゴルフ連盟

No.1Ｔｅｅ No.10Ｔｅｅ
START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属

 伊東  諭史 司商会  小鯛  竜也 ﾌﾘｰ  江尻     壮 ﾌﾘｰ  澤田  健一 ETGS
 勝又  崇之 霞ヶ関CC  小谷  友秀 HOJUST  高崎  龍雄 I.G.C  田口  友樹 ﾌﾘｰ
 中村  陽平 ｺﾞﾙﾌﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ関西  田中  一輝 ﾌﾘｰ  德永  智也 ﾍﾞﾝｾﾙｺﾝﾊﾟﾆｱ  東家  賢政 ｲｰｸﾞﾙﾎﾟｲﾝﾄGC
 廣瀬  雄次 ﾋﾟｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ  藤堂  哲正 太平洋C六甲C  水品  幸三 ﾁｪﾘｰﾋﾙｽﾞGC  牧野  充宏 南山CC
 岩男  健一 ﾌﾘｰ  大桑  暢之 ﾌﾘｰ  新木  雄貴 ﾌﾘｰ  狩野  拓也 ﾌﾘｰ
 河合  良仁 ﾌﾘｰ  嶋田  義久 阿騎野GC  江連     忠 江連忠ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ  小林伸太郎 ﾌﾘｰ
 平山  大貴 ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ警備保障  松本     浩 六甲CC  さかくらとしや FEP  中尾  光弘 小野ｸﾞﾗﾝﾄﾞCC
 渡部  光洋 ﾌﾘｰ  山下  文弥 太平洋C六甲C  島野  隆史 ﾌﾘｰ  平井  誠治 ﾋﾞｰﾊﾞｰｸﾘｰｸGC
 石原  立也 ﾌﾘｰ  大串  芳明 ﾌﾘｰ  井殿  康和 江連忠ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ  伊佐  専禄 ﾌﾘｰ
 内藤寛太郎 ﾌﾘｰ  田村     圭 笠取GC  近藤  龍一 鳴尾ＧＣ  大谷  俊介 ｻﾝﾛｲﾔﾙGC
 長尾  仁志 ﾌﾘｰ  藤本  博誉 三木GC  田中健太郎 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊﾞﾚｰGC  杉山佐智雄 ｱｰﾆｰｺﾞﾙﾌ
 平沢  栄一 ｱｺｰﾃﾞｨｱ･ｺﾞﾙﾌ 堺CC  若生  将志 尼崎ﾃｸﾉﾗﾝﾄﾞ  吉田  泰典 ﾌﾘｰ  藤井     学 ﾌﾘｰ
 今井  陽介 太平洋C六甲C  上森  大輔 城陽CC  岩元  洋祐 ﾌﾘｰ  小池  康弘 いなさGC浜松C
 上村     上 富士ｽﾀｼﾞｱﾑGC  小倉  辰之 協和  熊谷  則宏 ﾌﾘｰ  多田  哲雄 関西ｺﾞﾙﾌ練習場連盟

 田伏  俊介 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸGC  柴田  忠則 ｵｰｸﾓﾝﾄGC  中川  勝弥 ABCGC  平山  俊介 天野山CC
 田村  優行 ﾌﾘｰ  大條  仁彰 白鷺GC  林     栄作 ｸｰｶｲ  山田     徹 ｴﾌｴﾌｼｰ

 有迫  泰作 ﾏﾀﾞﾑＪＧＣ  大前  和也 ｱｺｰﾃﾞｨｱG堺CC  岩崎  将人 ﾌﾘｰ
 宇佐美秀樹 ｸﾞﾘｰﾝｴｰｽCC  曽根  保夫 枚方CC  岡     祐丞 奈良ﾛｲﾔﾙGC
 中田慶史郎 由岐ｺﾞﾙﾌ工房  堂本新太朗 篠山GC  川﨑  政志 ｻﾝﾀﾒﾃﾞｨｶﾙ
 山内  寿晃 愛宕原GC  ﾘﾁｬｰﾄﾞ・ﾃｲﾄ ﾌﾘｰ  髙瀬  篤史 ﾌﾘｰ
 小川     洋 ﾌﾘｰ  木場本  猛 西宮名塩ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ  植木     淳 ﾌﾘｰ
 武村  雅己 ｱｰｻｽ  杉原  敏一 ﾋｸﾞﾁ歯科ｸﾞﾙｰﾌﾟ  田中     力 R72 GOLF ACADEMY

 谷     昭範 ﾘｰﾄﾞｵﾌｼﾞｬﾊﾟﾝ  松川  明敬 ABCGC  辻     哲之 太平洋C六甲C
 藤田  晃規 ﾌﾘｰ  松木  德生 宝塚GC  森山  直輝 Eagle Golf
 大井手  哲 ﾀﾞｲﾁｸ  川原  優介 ﾏﾀﾞﾑＪＧＣ
 冨田  正行 高室池GC  ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ﾏｲﾔｰ ﾊﾟｰﾙCC
 仲田  一雄 関西ｺﾞﾙﾌ練習場連盟  芳賀  洋平 ﾌﾘｰ
 山中  慎志 ﾌﾘｰ  山本  善基 城陽CC

１． 本競技の上位 7名が本大会の出場資格を得る。 ４． 無断欠場の場合は、来年度の本競技への競技出場を停止する。
通過者にタイが生じた場合はマッチングスコアカード方式により決定する。 ５． 指定練習日のプレーは指定ティーインググランドを使用、ボールは一球でプレーすること。

２． 組合せおよびスタート時刻は、欠席者があった場合は変更することがある。 ６． 主催競技服装規定を遵守すること。
３． 病気、事故などのため参加を取りやめる場合は、 ７． 健康上、安全上、帽子類を着用のこと。

プロは事前に文書で、ダンロップスポーツエンタープライズへＦＡＸすること。(0797-31-1488) ８． クラブハウス開場は、6:30です。
ただし、競技当日の場合は、美奈木ゴルフ倶楽部（TEL：0794-88-2525）へ連絡すること。 ９． 組合せはホームページ（http://www.kgu.gr.jp)でも公開しています。

競技委員長　白井  義雄

9:51

　
平成22年度　第76回　関西オープンゴルフ選手権競技　予選競技　　

会場Ｃ　組合せ・スタート時刻表（プロフェッショナルの部）
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