
期　 日　　平成25年7月30日（火）

会　 場　　三田カントリー27

参加数　　106人（アマ29人、プロ77人） 主催：一般社団法人 関西ゴルフ連盟
No.1 Ｔｅｅ　EAST No.10 Ｔｅｅ　WEST

START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属 START  ＰＬＡＹＥＲＳ 所属
三倉　誠生 有馬 坂本　　潤 東条の森 増本　有作 甲南大学 川﨑　大貴 岸和田
新本　兼之 フリー 川口　右京 センチュリー吉川ＧＣ 新井　清貴 滝野ＣＣ 下向　裕也 フリー
川原　優介 マダムＪＧＣ 新田　哲大 真庭ＣＣ 西方　友将 ザ・トラディションＧＣ 柴田健太郎 フリー
新田　　充 フリー 高崎　龍雄 フリー 木下　康平 フリー 根來　宏明 フリー
中村　芳信 兵庫県連盟 岩井　　駿 大手前大学 蝉川　泰果 ライオンズ 坂本　　徹 六甲
香妻陣一朗 宮崎レイクサイドＧＣ 光吉　佑樹 フリー 杉山佐智雄 フリー 大石　聡正 神鍋高原
古賀　拓実 栗賀ＧＣ 江連　　忠 江連忠ゴルフアカデミー 益田　浩明 フリー 水野　　寛 フリー
松井　一浩 三木ＧＣ 藤本　誠也 高室池ＧＣ 久保　　圭 フリー 伊藤　修司 ＧＯＬＦ　ＬＵＸＵＲＹ　ＦｉＦｉｅ

 櫨山　慶次  茨木 中道　和孝 北六甲 髙木　康誠 個人会員 安藤　　司 枚方国際
桝谷　康宏 宝塚ＧＣ 福田　大輝 個人会員 勝又　崇之 霞ケ関ＣＣ 後藤　敏夫 尾上ゴルフセンター
渡邊　権人 レア・コーポレーション 三井　純一 フリー 横山　大輔 フリー 林　　栄作 Ｅプランニング
出水田大二郎 フリー 飯田　耕正 フリー 江尻　　壮 フリー

中尾　亮太 ナパラ 岡本　延弘 神鍋高原 B.K ソバハニ 兵庫県連盟
笠原　広規 フリー 仲田　一雄 ロータリーＧＣ 金川　　伍 フリー ・・・アマチュア
守屋　克彦 吹田ゴルフセンター 有迫　泰作 フリー 藤本　博誉 三木ＧＣ
石川　裕貴 フリー 髙橋　慶祐 富士スタジアムＧＣ

阪根竜之介 朽木 清水　寿徳 ｼﾞｭﾆｱ会員
河合　　剛 フリー 岡茂　洋雄 鷹の巣ＧＣ
山本　善朗 フリー 山下　英治 ミッションバレーＧＣ
中山　飛翔 フリー 片山　裕基 フリー
西尾　　賢 個人会員 朴　　翔永 ｼﾞｭﾆｱ会員
髙瀬　篤史 フリー 鍋谷　太一 フリー
森田　宇昭 グランドオークＧＣ 福永　通凡 北六甲ＣＣ
福谷　直永 岩本医院 合田　幸男 ホームテック
鈴木　慶太 ｼﾞｭﾆｱ会員 駒澤賢一郎 ｼﾞｭﾆｱ会員
松本　成太 太田染工ゴルフシティ 菅野　裕健 フリー
内藤寛太郎 日拓グループ 上本　義幸 フリー
山崎　良哉 ダクタリＡＭＣ 森田　幸春 佐用ＧＣ
植田壮大郎 ｼﾞｭﾆｱ会員 岩倉　淳俊 小野ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
時松　隆光 筑紫ケ丘ＧＣ 日髙　将史 フリー
宮里　政志 鷹之台ＣＣ 齊藤　翔太 東児が丘マリンヒルズＧＣ

増田　伸洋 ドーム 今平　周吾 フリー
片桐　公秀 万壽 山本　　悟 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ滋賀
坂本　　聡 霞ケ関ＣＣ 原　　敏之 高松ゴールドＣＣ
藤島　晴雄 福岡雷山ＧＣ 棚倉　　強 フリー
佐藤えいち モスバーガー 院京　幸太 宝塚ＧＣ
曽　　子豪 和歌山C 奥中　基晃 堺
島田　正士 ３６５ＧＣ 小林伸太郎 雅屋
竹本　直哉 フリー 秀島　寛臣 フリー
林　　照大 太子ＣＣ 岩男　健一 セオリー

１． アマ・・・　8位タイまでが最終予選の出場資格を得る。（申込み締切時点の人数により決定） 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・・・  5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、三田カントリー27（TEL：079-568-3311）へ連絡すること。 競技委員長　土城　敏彦

平成25年度　第79回　関西オープンゴルフ選手権競技　予選競技　　
会場D　組合せ・スタート時刻表

1 8:00 11 9:30 15 8:00 25 9:30

2 8:09 12 9:39 16 8:09 26 9:39

3 8:18 13 9:48 17 8:18 27 9:48

4 8:27 14 9:57 18 8:27

5 8:36 19 8:36

6 8:45 20 8:45

7 8:54 21 8:54

23 9:12

8 9:03 22 9:03

10 9:21 24 9:21

9 9:12


