
期　 日　　平成22年7月13日（火）

会　 場　　ジャパンビレッジゴルフ倶楽部

参加数　　94人 主催：関西ゴルフ連盟

No.1 Ｔｅｅ（東コース） No.10 Ｔｅｅ（西コース）
START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属

 大橋  義幸 I.S.E  尾野  仁啓 厚木国際CC  木村  憲仁 あしすと21  石田  徳和 共栄樹脂
 萬代  寛之 ﾐｽﾞﾉｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ  木本  利美 奈良万葉CC  原田  啓司 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊﾞﾚｰGC  今井  克宗 ｸﾚｲｼﾞｰ
 山下  真也 有馬ﾛｲﾔﾙGC  坂本     聡 霞ヶ関CC  日高  裕貴 ﾌﾘｰ  高橋     賢 ﾌﾘｰ
 横川  弘大 芦屋CC  吉本     悟 那智勝浦GC  森本  淳一 ｼﾞｭｰｸ
 出石  幸喜 ｺﾞﾙﾌﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ関西  遠藤     真 太平洋C御殿場ｳｴｽﾄ   KEN  TANIGAWA ﾌﾘｰ  井村  和貴 ﾌﾘｰ
 金子  清重 喜志ﾛｲﾔﾙｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ  大塚  泰三 ｼｪｲｸｽﾋﾟｱCC  船引真二郎 IZUMI GOLF  神出  慈郎 ﾌﾘｰ
 西詰  純二 ﾌﾘｰ  笠原  智弥 ﾌﾘｰ  山本  善朗 関西ｺﾞﾙﾌ練習場連盟  松下  秀斗 ｱﾘｯｸｽ
 松井  一浩 三木GC  染谷  朋幸 観音山GC  林坂  将司 ﾌﾘｰ
 赤澤  全彦 N.S.P  菅間  隆夫 西大宮ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ  伊藤  修司 ﾀﾂﾐｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  大江  栄次 ﾌﾘｰ
 鮓井  伸和 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸGC  辻本  敦志 ﾌﾘｰ  坂本  雄一 ｺﾞﾙﾌｽﾃｰｼﾞ  進藤  弘義 ﾌﾘｰ
 辻     啓之 扶容高圧  原田  大介 TRSｺﾞﾙﾌｱﾘｰﾅ  堂北     隆 吹田ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ  竹谷  佳孝 ﾌﾘｰ
 武藤  智之 ｵﾌｨｽ・ｸﾞﾛｳﾌﾞ  平沼  康宏 るり渓GC  橋本  卓磨 ｻﾞ･ﾘﾝｸｽGC  廣田  恭司 ﾌﾘｰ
 小林  佳則 ﾆｯｹGC  尾﨑  功一 廣野GC  岡部  大輔 ﾌﾘｰ
 津田  誠司 24 golf  久保  昌平 ﾌﾘｰ  小原  俊之 緑野CC
 照喜名  勲 二興金属  坂本  庄司 三田ﾚｰｸｻｲﾄﾞCC  菅野  裕健 ﾌﾘｰ
 中島  敏雅 ﾜｰﾙﾄﾞﾗｯｸ  中山  達徳 ﾍﾞﾌｺﾞﾙﾌ  桧垣     豪 新堂島ﾋﾞﾙ
 谷口  力也 篠山GC  黒田  一輝 ﾌﾘｰ  川合  典弘 ﾌﾘｰ
 辻村  明志 元ﾋﾞﾙｺｰﾄ  近藤  浩紀 小野GC  庄田  晋也 ﾌﾘｰ
 秦     和弘 ﾌﾘｰ  桧垣  繁正 ﾌﾘｰ  鈴木     豪 ﾌﾘｰ
 山浦鮮一郎 滝野CC  宮垣  健司 ﾌﾘｰ  山添  昌良 ｻﾐｰﾈｯﾄﾜｰｸｽ
 井上  雅之 篠山GC  新本  兼之 ﾌﾘｰ  遠間  隆裕 姉ヶ崎CC
 服部     猛 高室池GC  金田  秀龍 ｺﾞﾙﾌｴｰｽ  難波健太朗 いなさGC浜松C
 藤本  忠宏 西脇CC  友次  啓晴 東広野GC  牧野  佑司 ﾌﾘｰ
 山下  洋輔 ﾌﾘｰ  原田  三夫 ｱｺｰﾃﾞｨｱGきさいちCC  三日月良之 谷汲CC
 大村  謙夫 ﾌﾘｰ  石川  元樹 ﾌﾘｰ  原田  正孝 JGCｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ
 福谷  直永 岩国CC  小黒  貴志 ﾌﾘｰ  前川  太治 高槻CC
 山崎  良哉 ﾀﾞｸﾀﾘAMC  堀之内  豊 KOMACC  増田  大悟 ﾌﾘｰ
 横山  大輔 ﾌﾘｰ  森本  雄也 ﾌﾘｰ  安本  尚弘 ﾌﾘｰ

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、ジャパンビレッジゴルフ倶楽部（TEL：079-597-3888）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　林  孝之
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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 　
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会場Ａ　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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