
期　 日　　平成24年7月24日（火）

会　 場　　西宮高原ゴルフ倶楽部

参加数　　123人（アマ38人・プロ85人）

No.1 Ｔｅｅ No.10 Ｔｅｅ 主催：一般社団法人 関西ゴルフ連盟
START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属

萬田   和明 阿騎野 田近 　秀樹 愛宕原 岩井  　　駿 大手前大学 田辺　  　浩 東条の森

東   健太郎 ﾌﾘｰ 日高   裕貴 ﾌﾘｰ 日髙   良幸 京和CC 高橋   良昌 ㈱TASS

辻      啓之 扶容高圧㈱ 松本       浩 六甲CC 三品   貴泰 法仙坊GC 齊藤       潤 岐阜関CC

三田   久雄 ｼﾞｮﾙﾌｽﾏｳﾗﾊﾟｰｸ 上田   祐太 JOYXGC上月C 佐藤えいち ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ 岩崎   将人 ﾌﾘｰ

坂本　 　 潤 東条の森 木村 　憲明 西宮 柏原　 俊高 泉ヶ丘 吉田　　  量 西宮高原

水野       寛 ｺﾞﾙﾌﾚｰｳﾞ 棚倉       強 ﾌﾘｰ 新本   兼之 ﾌﾘｰ 菅野   裕健 ﾌﾘｰ

嶋本   友我 ﾌﾘｰ 梶本康太郎 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ春日井 照喜名   勲 二興金属 野上   貴夫 ﾌﾘｰ

市原   建彦 ﾌﾘｰ 伊波   芳准 東京GC 杉山佐智雄 18ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 大場   崇浩 ﾌﾘｰ

樋口健太郎 宇治 丸石　 勝也 富士OGM 加登 　隆太 ABC 亀谷 　龍也 万壽

林      周平 NSP 鎌田   幸市 岐阜本巣CC 田伏   俊介 ﾌﾘｰ 秋野 　速人 大阪学院高校

小林   佳則 富士OGMGC小野C 川根   隆史 東京GC 渡部   光洋 やしろ東条GC M・バラード ﾌﾘｰ

伊藤   善則 花の木GC 安藤   寿晃 名南CC 有迫   泰作 ﾌﾘｰ 稲森   佑貴 ｸﾞﾘｰﾝｺﾞﾙﾌ練習場

田中 　雅登 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸ 星山 　一也 美加ノ原 延安　 伸二 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸ 白石 　浩二 三木ｾﾌﾞﾝ

中川   勝弥 ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ 清水　 寿徳 報徳学園高校 古賀   拓実 粟賀GC 伊藤　　  輝 甲南高校

蔡      範瑾 ﾌﾘｰ 浅田       光 ﾌﾘｰ 西田   弘樹 ﾋﾞｯｸﾞｺﾞﾙﾌ草津 矢形   和也 松和開発

太田   直己 ﾌﾘｰ 内藤寛太郎 ﾌﾘｰ 白井   宣行 ﾌﾘｰ 久保      圭 ﾌﾘｰ

木下 　光学 北六甲 坂本　 　 徹 六甲 清川　 信吾 北六甲 松原　 泰之 六甲

山下   洋輔 ﾌﾘｰ 坂田 　 　真 甲南高校 宮垣   健司 ㈱KCS 斎藤  　　諒 ｼﾞｭﾆｱ会員

武藤   智之 ｵﾌｨｽ･ｸﾞﾛｳﾌﾞ 久我悠太郎 ﾌｧｲﾌﾞｴｲﾄGC 山浦鮮一郎 滝野CC 花岡   和典 triple a 出版

小黒   貴志 ﾌﾘｰ 井上       優 世古口建設 近藤   龍一 ﾌﾘｰ 上久保道好 静岡C島田GC

松田　 直也 北六甲 柴田　 正裕 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟGC 南　  　聖祐 北六甲 増見　 友紀 大阪桐蔭高校

藤堂   哲正 太平洋C六甲C 近藤　 誠親 関西学院大学 山田       稔 ﾏﾀﾞﾑJGC 須田　 将太 大手前大学

若生   将志 尼崎ﾃｸﾉ 秋葉   真一 関文ｸﾞﾙｰﾌﾟ 横山   大輔 ﾌﾘｰ 宮里   政志 鷹之台CC

松川   明敬 ｴｽﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ 多田   知広 ﾌﾘｰ 木嶋   崇人 ﾌﾘｰ 弘井   太郎 kochi黒潮CC

神農　 洋平 KOMA 宇都宮正暉 大阪学院高校 赤井　 明弘 神有

森田   宇昭 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸGC 前田   紘成 土佐CC 宇佐美祐樹 ﾌﾘｰ ・・・アマチュア
林       栄作 KCS㈱ 菅間   隆夫 西大宮ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ 山内   寿晃 愛宕原GC

木場本   猛 西宮名塩ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ 山本   利技 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗｼｯｸCC

左近　 哲也 砂川国際 石本　　  巧 滝野

服部       猛 高室池GC 澤田   健一 ﾜﾝｳｪｲｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

西原   健太 伊勢CC 三井   純一 花生CC

杵鞭   謙二 ﾌﾘｰ 坂下   竜三 ﾌﾘｰ

坂井 　義明 滝野 辰己　 栄一 飛鳥

福田   裕至 ﾌﾘｰ 辻本   祐次 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ&ﾗｲﾌ

堀之内   豊 KOMACC 山田       潤 関西ｺﾞﾙﾌ練習場連盟

加藤   晶彦 ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ名高山 大井手   哲 ﾀﾞｲﾁｸ

１． アマ・・・8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・・・4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。（FAX：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、西宮高原ゴルフ倶楽部（TEL：078-904-3741）へ連絡すること。 競技委員長　松崎　勝司
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3 8:18 12 9:39 19 8:18 28

平成24年度　第78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 17 8:00 26 9:21

8 9:03 24 9:03

9 9:12 25 9:12


