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11 イシカワ　シン 12 ウチノ タカノリ 13 ササオカ　シンイチ 14 ヤマガタ エイジ 1011 ミフジ カズアキ 1012 ヤマノ コウジ 1013 コムク タカヤ 1014 ヨシザキ タケシ

☆ 石川　　伸 ☆ 内野　隆徳 ☆ 笹岡　慎一 ☆ 山縣　栄治 三藤　和明 山野　剛史 小椋　孝也 吉﨑　武史

21 コジマ ヤスヒロ 22 エノモト　マサカズ 23 イケガミ ノリマサ 24 ヤマモト マサカズ 1021 オオタ マサユキ 1022 タカモト ダイシ 1023 ハトコ タカシ 1024 ニシダ ヨシヒロ

☆ 小島　康弘 ☆ 榎本　雅一 ☆ 池上　典成 ☆ 山本　雅一 太田　雅之 髙本　大士 波床　　隆 西田　佳弘

31 オダ ヒロユキ 32 ナルセ ナオキ 33 ヤギ キヨヒデ 34 ミゾハタ　シンジ 1031 サワイ サトル 1032 トシカワ クニヒロ 1033 アライ タケオ 1034 キクチ ケンジ

☆ 小田　博之 ☆ 成瀬　尚基 ☆ 八木　清秀 ☆ 溝畑　伸二 澤井　　悟 利川　邦浩 荒井　健雄 菊池　賢治

41 シロモト ナリオ 42 カネコ　マサシロ 43 マスダ ツクル 44 ハクイ タツヤ 1041 イモト シゲタカ 1042 オオムラ ヤスオ 1043 ナカムラ シュウイチ 1044 ナカノ コウジ

☆ 城本　成男 ☆ 金子　政城 ☆ 増田　　作 ☆ 伯井　達也 井本　重貴 大村　康郎 中村　秀一 中野　耕治

51 ナカムラ ケイジ 52 マツモト サトシ 53 モリワキ ヨシツグ 54 ヨシダ ケイイチ 1051 ノジマ イワオ 1052 ナカネ　アキヒロ 1053 テラゾノ タモツ 1054 イソベ ダイゴロウ

☆ 中村　啓二 ☆ 松本　　聡 ☆ 森脇　義嗣 ☆ 吉田　啓一 野島　岩雄 中根　明宏 寺園　　保 五十部大五郎

61 ハラ カツノリ 62 ウエツジ テツミ 63 ワタナベ ヒロフミ 64 キムラ ヒロアキ 1061 ヒライ ヒロユキ 1062 ハカリ　ケンイチ 1063 ソマダ　ケンイチ 1064 シライ　マスオ

☆ 原　　克則 ☆ 上辻　徹身 ☆ 渡邉　廣文 ☆ 木村　浩明 平井　宏幸 計　　賢一 杣田　健一 白井　益夫

71 イデ カツミ 72 ナカオカ シゲル 73 スズキ タダシ 74 カワウチ タカシ 1071 ヤスフク サトシ 1072 キダ トオル 1073 ウエダ　ハルオ 1074 カジハラ ケンジ

☆ 井出　勝己 ☆ 中岡　茂 ☆ 鈴木　　正 ☆ 川内　　隆 安福　智 喜田　　徹 植田　春雄 梶原　健司

81 ナカスジ ヨシノリ 82 サトウ ヨシノブ 83 カガタ　マサタカ 84 #N/A 1081 カワゴエ　マサタカ 1082 アカイ カズタカ 1083 シブタニ ユキシゲ 1084 ミズタ　アキラ

☆ 中筋　義徳 ☆ 佐藤　佳伸 ☆ 加賀田正貴 ☆ #N/A 川越　正誉 赤井　一隆 渋谷　征茂 水田　彰

91 ナカバヤシ　ヒロユキ 92 コウヤマ タクオ 93 アオヤギ シンジ 94 フジナカ　ヒロユキ 1091 キタムラ ヒサト 1092 ムラキ ヒデユキ 1093 オクウチ ヨシフミ 1094 ハヤシ　マコト

☆ 中林　浩之 ☆ 神山　卓雄 ☆ 青柳　真治 ☆ 藤中　裕之 北村　久人 邑木　秀行 奥内　祥文 林　　　誠

101 キイノモト カオル 102 ワタナベ ヨシヤス 103 オクダ ヨウイチ 104 アカザワ ヒデキ 1101 カンケ ケンジロウ 1102 マツモト タカオ 1103 ミツダ エイジ 1104 キタムラ　タクヤ

☆ 紀伊埜本馨 ☆ 渡辺　善康 ☆ 奥田　陽一 ☆ 赤澤　秀樹 菅家健二郎 松本多嘉雄 光田　英二 北村　卓也

111 フジタ マサヒデ 112 オオムラ ケイシ 113 オガタ ナオト 114 ミチヒロ トモアツ 1111 キノシタ コウガク 1112 イノウエ タツロウ 1113 イシザキ リョウイチ 1114 マツイ　タカユキ

☆ 藤田　雅英 ☆ 大村　圭史 ☆ 緒方　直人 ☆ 道廣　友厚 木下　光学 井上　達郎 石崎　領一 松井　隆幸

121 カネシタ　マサヒロ 122 オオヒガシ シゲノリ 123 スミモト　イサオ 124 #N/A 1121 ミナミ　タダヒロ 1122 シミズ　トシマサ 1123 エンドウ ヨシアキ 1124 サガラ ユウジ

☆ 金下　政弘 ☆ 大東　重則 ☆ 住本　　公　 ☆ #N/A 南　忠大 清水　俊昌 遠藤　嘉昭 相良　勇二

131 モリモト　ノブユキ 132 ナカガワ　マサノリ 133 クワゾエ ヒロシ 134 サカイ シン 1131 タナカ マサトウ 1132 スタニ トモヒロ 1133 トモナリ　カズユキ 1134 オオノギ　トモナリ

☆ 森本　伸幸 ☆ 中川　将典 ☆ 桑添　弘至 ☆ 酒井　　信 田中　雅登 酢谷　智宏 友成　和之 大野木智成

141 フジタ　ハルヒコ 142 チャキ　トシナリ 143 ヨシダ　ミノル 144 イトウ　サチヒコ 1141 ナカムラ ヒロシ 1142 キタヤマ タダシ 1143 ハマ　ヒデオ 1144 ウト　マサヒト

☆ 藤田　晴彦 ☆ 茶木　才斉 ☆ 𠮷田　　実 ☆ 伊藤　吉彦 中村　　廣 北山　　忠 浜　日出夫 宇都　将人

151 トクヒサ ケイイチ 152 アカギ　ミツヒコ 153 カワグチ　アキヒサ 154 トミナガ トシミツ 1151 タケナカ ユウ 1152 カワチヤ　ヒデ 1153 スギモト タケシ 1154 ダイコク テツオ

☆ 徳久　啓一 ☆ 赤木　三彦 ☆ 川口　明久 ☆ 富永　利光 竹中　　優 河内屋　英 杉本　武士 大黒　徹雄

161 キクモト ユウジ 162 フクダ　ユキヒロ 163 スミダ ダイスケ 164 ナカムラ シュウヘイ 1161 ホンザワ カツノリ 1162 ワキモト タロウ 1163 クニナカ タダシ 1164 オガワ テルマサ

菊本　裕司 福田　幸弘 隅田　大輔 中村　周平 本澤　克教 脇本　太郎 國中　唯史 小川　晃正

171 イワサキ　ヨシノリ 172 タニガミ ジュンジ 173 イムラ ケンイチ 174 アラカキ ヨシヒト 1171 イワモト ケン 1172 ウエダ　ヒデトシ 1173 スズキ　カズヤ 1174 タカハシ ヒロキ

岩崎　善徳 谷上　潤二 居村　健一 新垣　禎仁 岩本　　憲 上田　秀寿 鈴木　和哉 高橋　裕紀

181 ニシムラ ヒトナリ 182 ヤマダ ジュンジ 183 モリオカ ヒロユキ 184 ツチヤ ヒデキ 1181 ウラモト ヨシノリ 1182 ニシカワ トモヨシ 1183 オオエ トシハル 1184 マルヤマ コウジ

西村　仁成 山田　純司 森岡　裕幸 土屋　英起 浦本　佳則 西川　知良 大江　利治 丸山　浩司

191 オカザキ ダイスケ 192 フジヤマ カズキ 193 クメ イサカ 194 クボタ コウヘイ 1191 ヨコタ　ケンイチ 1192 タニゾエ ツヨシ 1193 ナカニシ タカヒサ 1194 タナカ シゲト

岡﨑　大高 藤山　一樹 久米　勇輝 窪田　弘平 横田　健一 谷添　剛士 中西　孝尚 田中　重人

201 ダイドウ カズキ 202 タナカ　ユウヤ 203 ニシノツジ　タイコウ 204 ウメモト ユウスケ 1201 イワモト タカシ 1202 ナカゾノ トモカズ 1203 サワダ ムネヒト 1204 コバヤシ ナオ

大同　一輝 田中　有哉 西之辻泰宏 梅本　優介 岩本　孝志 中薗　友和 澤田　宗士 小林　　尚

211 コジマ タツヤ 212 ツジモト　シンジ 213 クリハラ リク 214 ナガハラ　マサヤ

小嶋　健文 辻本　真志 栗原　　陸 永原　昌哉

当日は6：30から受付開始となります。 ※当日、欠場者が出た場合、組み合わせ及びスタート時間を変更することがありますのでご了承ください。

【予選通過】クオリファイ人数は、大会当日に発表します。※同ストロークが出た場合は、マッチング・スコアカード方式にて順位を決定

【検温】当日は会場にて検温を実施させていただきます。体温が37.5℃以上の場合は、出場をお断りする場合があります。※参加同意書（HPサイトに掲載）をご持参ください。

※大会欠場の連絡は、8/5(金)の18時まではスポーツニッポン新聞社(℡06-6346-8522）、以降は六甲国際GＣ(℡078-581-2331)までお願いします。無断欠席の場合、次年度から出場をお断りする場合があります。

　【ドレスコード】アンクルソックスは禁止　※くるぶしから５cm以上のショートソックスはOK。詳しくは開催コースHPで確認すること

内閣総理大臣杯第53回日本社会人ゴルフ選手権関西予選

第45回関西社会人ゴルフ選手権予選
と　き：2022年8月8日（月 ）

アウトスタート ☆はシニア インスタート
ところ：六甲国際ゴルフ倶楽部・東コース

　☎　：078-581-2331

組 時間 組 時間

1 7:46 22 7:46

(三共・東条の森) (アルファセキュリティ・ジャパンビレッジ) (リバーヒルコーポレーション・泉ヶ丘) (ナカイ・北六甲) (エムケイアドバンス・泉ヶ丘) (竹山工業・レイクフォレストリゾート) (小椋リビングクリーン・サンリゾート) (レベルアップ・名神竜王)

2 7:54 23 7:54

(プロクオーレ・甲賀) (みやび水産・みさき) (IBカンパニー・泉ヶ丘) (不動産賃貸業・ワールド) (丸公建設・六甲国際) (ハウスネットワーク・北六甲) (大栄機械・レイクフォレスト) (アルプス印刷・関西)

(ヴァリオ ・六甲国際) (トライブ・きさいち) (DISCOM・KOMA)

4 8:10 25 8:10

(城本建設・クランヒルズ京都) (三恵・聖丘) (自営・れいせん) (自営・ジャパンビレッジ) (自営・奈良若草) (若葉商会・京都) (大東サッシ工業所・交野) (自営・滝野)

3 8:02 24 8:02

(小田板金・聖丘) (N2R・オークモント) (信栄運輸・青山) (自営・サングレート) (修斗建設・奈良若草)

(大日観光・JGA) (ていさん商事・美加の原) (鈴鹿商事・マンデー)

6 8:26 27 8:26

(スーパースポーツカンパニー・法隆寺) (徹身・六甲国際) (エイト・プラスワン・六甲) (自営・マンデー) (自営・久美浜) (ハウススタイル・茨木国際) (自営・洲本) (白宝水産・JGA)

5 8:18 26 8:18

(自営・奈良若草) (インターナショナルスポーツ・聖丘) (大日観光・亀岡) (高原企業保険事務所・マンデー) (奈良県緑化土木・ヤマト)

(青柳産業・滝野) (植田建材・れいせん) (自営・マンデー)

8 8:42 29 8:42

(ナカスジ建設・オークモント) (サテック・花屋敷) (自営・グランドオークプレイヤーズコース) #N/A (前田金属製作所・よみうりウエストコース) (あかい工房・美奈木) (朝日新聞社・小野グランド) (水田工業・大岡)

7 8:34 28 8:34

(ヴェルテックス・茨木高原) (紀泉物流・シプレ) (エスタイル・六甲国際) (森衛生・宝塚けやきヒル) (コンポジットテクノ・オレンジシガ)

(GreenBuddy・JGA) (オクタス・三木) (セイシン・宇治)

10 8:58 31 8:58

(ケイツー・泉佐野) (エイトスナイプ・茨木国際) (丸善建設・アートレイク) (信栄運輸・青山) (西神重建・高室池) (松栄土木・神有) (ビリケンゴルフ・天野山) (ディアス北村・サンリゾート)

9 8:50 30 8:50

(中林建設・万寿) (神山組・美奈木) (東芝デバイス＆ストレージ・三日月) (自営・堺) (自営・朽木)

(自営・久美浜) (西日本青果・美奈木) (松井緑地産業・メイプルヒルズ)

12 9:22 33 9:22

(サンキ工業・美奈木) (シスメックス　ＳＥＣ・三田レークサイド) (自営業・大阪) #N/A (南商店・大阪) (自営・六甲) (9.不動産販売・ジャパンクラシック) (勇樹・奈良万葉)

11 9:14 32 9:14

(藤田工務店・オークモント) (広島県立大門高等学校・尾道) (MBホールディングス・茨木国際) (　ビーハイブ・マンデー) (ジョンホーム・北六甲)

(焼肉食堂すーの家・茨木国際) (自営・みさき) (田中鋳造所・三田)

14 9:38 35 9:38

(ドコモCS関西・南紀白浜) (PH工業・アートレイク) (アズマハウス・いなみフジ) (伊藤事務所・六甲国際) (但馬金属工業・花屋敷) (NTTビジネスソリュージョンズ・小野グランド) (栄和パイル・茨木国際) (F-Style・JGA)

13 9:30 34 9:30

(阪和建設・泉南) (令和産業・南紀白浜) (クワゾエ塗装・貴志川) (自営・枚方国際) (プラム・奈良国際)

(河内屋・大阪) (GSユアサ・グランベール京都) (大黒住販・茨木国際)

16 9:54 37 9:54

(キクモト・法隆寺) (冷水機械・南紀白浜) (昌和産業・堺) (野村證券・マンデー) (大邦興産・奈良国際) (脇本・六甲国際) (國中・茨木国際) (B&C・マンデー)

15 9:46 36 9:46

(三井物産・伏尾) (トプコン・れいせん) (川口建設・南紀白浜) (希・六甲国際) (紀の川運輸・貴志川)

(自営・滋賀) (関西トランサス・紀の国) (浪速運送・マンデー)

18 10:10 39 10:10

(荘司調髪所・法隆寺) (ジェイエムコネクト・グランデージ) (もりおか司法書士事務所・泉ヶ丘) (エーシーズ・堺) (エビス・奈良国際) (神功・美加ノ原) (ナチュラル・ケア・滝野) (マルヤマ建設・高室池)

17 10:02 38 10:02

(EY Japan・山の原) (リクロスコーポレーション・ワールド) (アクセルジャック・法隆寺) (ロクト整形外科クリニック・マンデー) (オオシマコーポレーション・美奈木)

(クスベ医院・美奈木) (プライム不動産・よみうりウエスト) (読売新聞・マンデー)

20 10:26 41 10:26

(ルーツゴルフ・ベアズパウジャパン) (自営・サンリゾート) (コピア・城陽) (you net 光・JGA) (オオシマ・コーポレーション・美奈木) (ZONO建設・ワールド) (井上酒造・六甲国際) (ＫＣＡ・ゴールデンバレー)

19 10:18 40 10:18

(鴻池運輸・JGA) (日本AMWAY FPT・堺) (Ovall ・京葉) (中外炉工業・奈良) (自営・パインレーク)

21 10:34

(三菱電機ソフトウエア・JGA) (MST・北六甲) (パナソニックインダストリアルマーケティング&セールス・滋賀) (日本ビジネスシステム・岐阜関)


