
　

期　 日　　平成23年8月2日（火）

会　 場　　紀伊高原ゴルフクラブ

参加数　　１４１人（アマ12人、プロ129人） 主催：関西ゴルフ連盟
No.1 Ｔｅｅ No.10 Ｔｅｅ

START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属
武井　北斗 大阪商業大学高校 井田   安則 ｱｺｰﾃﾞｨｱ･ｺﾞﾙﾌ 増本　有作 大宝塚 清田   太一郎 日本港運
岩崎   幸司 紀洋石油 棚倉   強 ﾌﾘｰ 竹村   知也 名神栗東CC 山形   陵馬 ﾌﾘｰ
喜多   翔一 太子CC 近藤   龍一 ﾌﾘｰ 津田   誠司 24golf 松田   高明 奈良柳生CC
中川   勝弥 ABCGC 照喜名   勲 二興金属 平井   伸泰 ﾌﾘｰ
山川　修主 大阪商業大学高校 川原   のぞみ GMA 島野　　嚴 奈良 市川   雄三 武蔵CC
金子   清重 喜志ﾛｲﾔﾙｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ 稗田   晃大 ﾌﾘｰ 西   裕一郎 茨木CC 髙松   瑠偉 船橋CC
熊谷   則宏 ﾌﾘｰ 弘井   太郎 kochi黒潮CC 中島   庸全 ﾌﾘｰ 吉本   悟 ﾌﾘｰ
三木   亜東夫 M&M GOLF LIFE 額賀   辰徳 ﾄｰｼﾝ 山下   真也 有馬ﾛｲﾔﾙGC 髙瀬   篤史 ﾌﾘｰ
吉本　晴之 岸和田 柴田   健太郎 ﾌﾘｰ 近藤　匡志 報徳学園高校 柿木   淳平 ﾌﾘｰ
浅澤   敬和 吉川ｲﾝﾀｰGC 嶋田   義央 阿騎野GC 松林   伊三雄 ﾁｪﾘｰﾋﾙｽﾞGC 日髙   将史 ㈱いけうちｺﾞﾙﾌ
杉山   佐智雄 ﾌﾘｰ 新田   英治 ﾌﾘｰ 平沢   栄一 ｱｺｰﾃﾞｨｱｶﾞｰﾃﾞﾝ甲子園浜 金原   原碩 ﾌﾘｰ
秦   和弘 ﾌﾘｰ 中塚   武史 朝日新聞和泉販売㈱

田口　剛嗣 近畿大学附属高校 伊藤   勇気 ﾌﾘｰ 中西　浩幸 万壽 菅野   裕健 ﾌﾘｰ
出石   幸喜 ｺﾞﾙﾌﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ関西 肥後   徳仁 ﾌﾘｰ 森田   宇昭 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸGC 由岐   知平 愛知CC
小黒   貴志 ﾌﾘｰ 宮崎   隆司 ﾌﾘｰ 森本   貴樹 富士ｽﾀｼﾞｱﾑGC 森本   雄 ﾌﾘｰ
川脇   督基 岬CC 河合   庄司 三田ﾚｰｸｻｲﾄﾞCC 辻   啓之 扶容高圧㈱ 笠井   優希 富嶽CC
井野　邦秋 個人会員 井原   健 大利根CC 長岡　正博 和歌山G 伊藤   元気 愛知CC
前川   太治 ﾌﾘｰ 高橋   勝 森林公園ｺﾞﾙﾌ場 赤石   享大 ﾌﾘｰ 染谷   朊幸 観音山GC
中村   陽平 ｺﾞﾙﾌﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ関西 前田   真秀 ﾌﾘｰ 中西   直人 NISSO 山内   拓也 さか整形外科
津田   猛 植田鋼業 河合   良仁 ﾌﾘｰ 田中   力 R72 GOLF ACADEMY 川根   隆史 東京GC
石原　航輝 ｼﾞｭﾆｱ会員 岩男   健一 梅の家 守道　直人 和歌山G 太田   将太 ﾌﾘｰ
阿部   裕樹 ﾌﾘｰ 桝谷   康宏 ﾏﾀﾞﾑJGC 新本   兼之 ﾌﾘｰ 徐  正  旻 ﾌﾘｰ
草瀬   大志 ﾌﾘｰ 谷山   優太 ﾌﾘｰ 白倉   渉平 KOMACC 村上   哲弥 ｺｽﾓｻｳﾝﾄﾞ
大桑   暢之 ﾌﾘｰ 川合   典考 ﾌﾘｰ 大串   芳明 ﾌﾘｰ 木村   慶二郎 ㈱ｾﾚｿﾝ
杉原   敏一 ﾋｸﾞﾁ歯科ｸﾞﾙｰﾌﾟ 恵村   知宏 JｸﾗｼｯｸGC 安藤   寿晃 名南CC 大坪   正尚 新和ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ
安藤   猛 ﾌﾘｰ 髙橋   一美 飯能GC 杦本   晃一 ﾌﾘｰ 狩俣   安志 ﾌﾘｰ
小島   慶太 ﾌﾘｰ 前田   和宏 ﾌﾘｰ 田村   圭 笠取ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ 申   雄 宮城ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ
Gregory Meyer ﾊﾟｰﾙCC 上久保   道好 静岡C 島田GC 菊池   純 ﾌﾘｰ 田中   雄亮 ﾌﾘｰ
定延   一平 ﾌﾘｰ 宮下   文仁 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCC 森田   幸春 佐用GC 尾野   仁啓 厚木国際CC
権   奇澤 杜の都GC 髙松   竜也 ﾄｰﾀﾙ･ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ 塚田   陽亮 ﾏｲｽﾀｰ 狩俣   慶太 ﾌﾘｰ
小谷   友秀 HOJUST 中川   しげる 名古屋ﾋﾙｽﾞGC 内藤   寛太郎 ﾌﾘｰ わたり   哲也 ﾃﾚﾋﾞ熊本
中島   雅生 ﾄﾐｰｶﾝﾊﾟﾆｰ 岡島   功史 日進ｴﾄﾜｽ 正岡   竜二 ﾌﾘｰ 金   基換 ﾌﾘｰ
池田   優 ㈱ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 川原   実 観音寺ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ 石川   元樹 ﾌﾘｰ 北村   晃一 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰGC
小山   哲矢 ｾﾝﾄｸﾘｰｸGC 仲村   譲二 つくもｺﾞﾙﾌｺｰｽ 日髙   良幸 京和CC 松岡   勇作 森林公園ｺﾞﾙﾌ場
権藤   紘太 ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝGC 山口   治 ﾌﾘｰ 牧野   充宏 南山CC 光吉   佑樹 ﾌﾘｰ
佐藤   えいち ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ 小原   俊之 緑野CC 野上   貴夫 ﾌﾘｰ 高橋   佳伸 ﾌﾘｰ

アマチュア

１． アマ・・・４位タイまでが最終予選の出場資格を得る。 ４． 無断欠席の場合は、アマチュアは来年度の本競技を含め1年間の競技出場を停止する。
プロ・・・７人が本選の出場資格を得る。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 プロは来年度の本競技への競技出場を停止する。
　　　　　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． 主催競技朋装規定を遵守すること。
３． 病気、事故などのため参加を取止める場合は、競技前日17時までに所属クラブを通じ ７． 健康上、安全上、帽子類を着用のこと。

（加盟クラブ会員外は個人）文書で、アマチュアは関西ゴルフ連盟へFAXすること。（FAX：06-6445-3558） ８． クラブハウス開場は、6:30です。
プロは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) 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。
ただし、競技当日の場合は、紀伊高原ゴルフクラブ（TEL：0736-26-0141）へ連絡すること。 競技委員長　古久保　和彦
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平成23年度　第77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

1 8:00 10 9:21 19 8:00 28 9:21

8:09 29 9:30

3 8:18 12 9:39 21 8:18 30 9:39

2 8:09 11 9:30 20

9:57

4 8:27 13 9:48 22 8:27 31 9:48

5 8:36 14 9:57 23 8:36 32

6 8:45 15 10:06 24

7 8:54 16 10:15 25

33 10:06

34 10:158:54

8:45
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