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（勤務先） （勤務先） （勤務先） （勤務先） （勤務先） （勤務先） （勤務先） （勤務先）

11 サカネ　タダミ 12 スギモト　マサヒト 13 ソノハラ　サカエ 14 ナガハシ ハルサブドウ 1011 ツジ　マサユキ 1012 ミヤモト マサヒデ 1013 サトウ リュウイチ 1014 ナカニシ ヒデタカ

坂根　正己 杉本　正人 園原　　栄 永橋春三道 辻　　正幸 宮本　正秀 佐藤　龍一 中西　秀閣

21 ニシオ　タダシ 22 コイズミ　コウジ 23 アライ　ユウキョウ 24 タケハシ キヨタカ 1021 イトウ　サトシ 1022 ナカガワ ケンイチ 1023 モリ ヨウイチ 1024 キタノ　ヒロユキ

西尾　　正 小泉　幸司 新井　友京 竹橋　清隆 伊藤　智史 中川　謙一 森　　洋一 北野　裕之

31 ツジ ヒデヒコ 32 フジワラ コウイチ 33 マスダ ヒデハル 34 トオヤマ ヒロシ 1031 イトウ カツヒコ 1032 テラウチ ケンジ 1033 イワタ ミツオ 1034 #N/A

辻　　英彦 藤原　浩一 増田　秀治 遠山　博史 伊藤　克彦 寺内　賢治 岩田　光生 #N/A

41 ジョウマエ ヒトシ 42 オバタ シンスケ 43 クサカ ヒデオ 44 アベ　ユキオ 1041 イワタ ミツノリ 1042 ヤマナカ ショウジ 1043 キダ ヨシヒコ 1044 クレミヤ　ノブタカ

城前　　仁 小畑　慎介 日下　秀男 阿部　行雄 岩田　光徳 山中　祥司 木田　義彦 呉宮 仁鎬

51 マエダ シュウサク 52 ミヤバヤシ シンゴ 53 シノハラ ケンジ 54 トガワ タイジ 1051 ホシヤマ カズヤ 1052 スミノ タツヤ 1053 キシ　トモヒロ 1054 ヨネ ユキカズ

前田　修作 宮林　新吾 篠原　健二 戸川　泰児 星山　一也 隅野　達矢 貴志　友洋 米　　亨和

61 ノジマ　イワオ 62 ヤマナカ　タカシ 63 キシダ　コウジ 64 マツイ ノブキ 1061 フジシロ ショウジロウ 1062 コニシ ユウジ 1063 イシイ　ミキヒコ 1064 セト ヨウスケ

野島　岩雄 山中　　崇 岸田　晃治 松井　宣樹 藤城正治郎 小西　祐司 石井　幹彦 瀬戸　陽介

71 フクモリ タカヒロ 72 サオ タカノリ 73 ホリウチ シンペイ 74 ハタナカ ユウスケ 1071 ミヤコ カズマ 1072 スズキ エイト 1073 ヤマザキ ユウキ 1074 ヤマモト ヨシヒロ

福森　隆博 佐尾　貴規 堀内　晋平 畑中　祐介 都　　和馬 鈴木　詠人 山崎　有輝 山本　嘉尋

81 オオハラ　ツグマサ 82 ヤスオカ ヒロシ 83 トガワ タカトシ 84 ワタナベ　ユウジ 1081 ベッショ　アキラ 1082 ウエムラ　カツマサ 1083 オオニシ ケイ 1084 シマモト ショウヘイ

大原　嗣政 安岡　　宏 東川　貴俊 渡辺　裕治 別所　　亨 植村　勝將 大西　　慶 嶋本　将平

91 セト　シロウ 92 オクムラ　フミタケ 93 ウラタ アツシ 94 トバ タカナオ 1091 イサカ ナオキ 1092 ヤマグチ ダイスケ 1093 ワタナベ カズヤ 1094 パク ソンギ

瀬戸　史郎 奥村　文武 浦田　敦史 鳥羽　孝尚 井坂　直樹 山口　大輔 渡邊　和哉 朴　　善貴

101 カワミ ケンイチ 102 ソメヤ ケイ 103 ミタニ ヨシオ 104 #N/A 1101 タニグチ ヤスタカ 1102 クラグチ ヒロキ 1103 サワダ ムネヒト 1104 オカベ　シュウスケ

川見　健一 染谷　　啓 三谷　宜生 #N/A 谷口　安孝 倉口　裕輝 澤田　宗士 岡部　秀亮

111 ムラキ　ヒデユキ 112 ヨシオカ タカオ 113 クマガイ　ヒサシ 114 #N/A 1111 ノゾエ アツノリ 1112 モリ　ヒデミツ 1113 オオイシ キミアキ 1114 カワムラ　シゲキ

邑木　秀行 吉岡　尚生 熊谷 久志 #N/A 野添　厚徳 森　　秀光 大石　公昭 河村　恵樹

121 ウホ タカシ 122 カワモト ケンイチ 123 ブンノ　コウジ 124 ウラノ　ヨウスケ 1121 タケダ モリヒロ 1122 スタニ トモヒロ 1123 キシモト ツヨシ 1124 ニシムラ トシアキ

宇保　　隆 河本　賢一 文野　考二 浦野　陽介 武田　守弘 酢谷　智宏 岸本　　毅 西村　敏明

131 アサクラ ヒロアキ 132 タナカ ケンゴ 133 オオハシ タケアキ 134 クラツジ カズヒコ 1131 マエダ ユウキ 1132 ミツダ エイジ 1133 タワラ タイシ 1134 タナマチ ヨシヒロ

朝倉　博昭 田中　賢吾 大橋　武明 倉辻　和彦 前田　祐樹 光田　英二 田原　大志 棚町　義博

141 ヨシダ リョウ 142 ナカムラ カズナリ 143 モチダ ヤスヒデ 144 マツオカ タカトミ 1141 テラオカ トシヒロ 1142 カミムラ カズヤ 1143 ヨシオカ カツヒロ 1144 イケナガ　マサキ

吉田　　量 中村　壽成 餅田　恭秀 松岡　貴臣 寺岡　俊宏 上村　和也 吉岡　勝弘 池永　正樹

151 オジ タカシ 152 ニシムラ　ヒデキ 153 ニシカワ ヤスヒサ 154 スギウラ ヨシカズ 1151 ミツモト ノブヤ 1152 イノウエ　ヤスジ 1153 カツヤマ アキハル 1154 ドイ ヒロキ

尾子　高史 西村　秀紀 西川　泰永 杉浦　義和 光本　信也 井上　康次 勝山　明治 土肥　広樹

【受付開始】6：30～（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）

※欠場の場合は開催前日まではスポニチ事業部（06-6346-8522）、当日は（0774-52-2525）まで必ずお電話ください

【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

【ドレスコード】短パンでの来場は禁止。また、夏のドレスコードとして、モックネック・ハイネックなどの折り返しの襟のないシャツの着用は禁止。 　　※詳しくは開催コースHPで確認すること。

【注意事項】体調がよくない場合は出場しないでください。また、参加選手以外の来場は原則、禁止とさせていただきます。

※当日、受付にて検温を実施します。体温が37.5度以上のときは参加をお断りさせていただきます。

(双和機設・信楽) (明治チューインガム・マンデー) (フタバ興業・きさいち) (ファイナルセレクト・よみうりウエスト) (勝山商店・阿騎野) (ハイドリー・レイクフォレスト)

(自営・レイクフォレスト) (上村建設工業・太閤坦) (千寿製薬・デイリー信楽) (池永鉄工所・マンデー)

15 9:52 30 9:52

(ライフステージ・センチュリー・シガ) (エクシオグループ・ＪＧＡ)

14 9:44 29 9:44

(大阪フジサービス・西宮高原) (亰商事・城陽) (OMUH・JGA) (松岡工業・マンデー)

(テイク・交野) (杉橋建設・マンデー) (前田組・交野) (ビリケンゴルフ・天野山) (ミカド輸送・センチュリー滋賀) (京都ホーム・東城陽)

(武田物産・きさいち) (焼肉食堂　すーの家・茨木国際) (シーメンス・猪名川国際) (自営・ベアズパウジャパン)

13 9:36 28 9:36

(朝倉設備・三甲ジャパン) (flare systemr・三重白山)

12 9:28 27 9:28

(三宝工業・西宮高原) (河本土木・枚方) (日本航空・京阪) (ホロスプランニング・京都)

(ホロスプランニング・京都) #N/A (ＮＯＺＡＣＫ・奈良若草) (マスミテック・JGA) (ピースタイヤ商会・奈良) (パナソニック・JGA)

(TANIGUCHI・亀岡) (大輝エンジニア・枚方) (井上酒造・六甲国際) (自営・京都)

11 9:20 26 9:20

(Green Buddy・JGA) (正法院・グランベール京都)

10 9:12 25 9:12

(キューブ・ベニー) (プルデンシャル生命保険・新宝塚) (山田兄弟歯科・枚方国際) #N/A

(ダイハート物流・交野) (ABOT・マンデー) (丸二化成工業・泉佐野) (はなまる・ベニー) (アトリエ18・JGA) (自営・マンデー)

(リフレックス・聖丘) (デネブ・橋本) (イーエス工業・ベニー) (ジュケイズ・花屋敷)

9 9:04 24 9:04

(自営・能勢) (ローム・新奈良)

8 8:56 23 8:56

(カフェ　ニーゴ・貴志川) (京進樹脂工業・グランベール京都) (自営・きさいち) (マルハニチロ物流・マンデー)

(　平岡商会・堺) (三精工事サービス・西宮高原) (センコー・山の原) (エスタイル・美奈木) (センコー・ジャパンビレッジ) (BUNKER・マンデー)

(藤城建装・メイプルヒルズ) (自営・信楽) (石井工業・東城陽) (司法書士法人せと事務所・花屋敷)

7 8:48 22 8:48

(福樹園・ヤマト) (西部技研工業・茨木)

6 8:40 21 8:40

(奈良県環境緑化・ヤマト) (トラスティ飛鳥・信楽) (ケイコウ建材・交野) (松井塗装・アリジ)

(三虎電設・聖丘) (カジュアルフレンチ　アッシュ・奈良) (セイワ住宅・城陽) (株隅野工業・堺) (ニッタ・トーシンプリンスビル) (シナジーアカウンティング合同会社・マンデー)

(ロッシュ&#183ジャパン・日清都) (山中・万壽) (自営・有馬ロイヤル) (まんまる・聖丘)

5 8:32 20 8:32

(良真建設・信楽) (宮林電工・レイクフォレスト)

4 8:24 19 8:24

(自営・ディアーパーク) (サニーズテクノ通商・みさき) (パシオン・信楽) (中濃理研・京都)

(増田物流・メイプルヒル) (ウィズ・JGA) (滋賀県庁・信楽) (ダイキンシートメタル・泉佐野) (MIYデンタルサポート・京都) #N/A

(ムサシ工業社・甲賀) (第一ゴルフ・信楽) (自営・滝野) (共創・みさき)

3 8:16 18 8:16

(自営・枚方) (藤原工業・奈良国際)

2 8:08 17 8:08

(西尾建設・新大阪) (小泉歯科医院・れいせん) (日新メタル・古賀) (公務員・信楽)

(自営・関西軽井沢) (オフィス永橋・マンデー) (フロアーテックス・日新都) (マニッシュマロック・京阪) (佐藤工業・京都) (中西歯科医院・有田東急)

組 時間 組 時間

1 8:00 16 8:00

(北急ハウジング・ジャパンビレッジ) (自営・きさいち)

内閣総理大臣杯第53回日本社会人ゴルフ選手権

第45回関西社会人ゴルフ選手権予選
と　き：2022年7月13日（水）

アウトスタート インスタート

ところ：城陽カントリー倶楽部・東コース

　☎　：0774-52-2525


