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（勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属） （勤務先・所　属）

11 イワタ　ミツオ 12 フジモト　シュウゾウ 13 モリモト　ショウジ 14 ムコヨシ　コウタロウ 1011 タカハシ　トオル 1012 ウエツジ　テツミ 1013 オダ　ヒロユキ 1014 ヤマモト　サトシ

☆ 岩田　光生 ☆ 藤本　周三 ☆ 森元　正二 ☆ 向吉浩太朗
☆

◎
高橋　　徹 ☆ 上辻　徹身 ☆ 小田　博之 ☆ 山本　　聡

21 ヤマモト　ヒデキ 22 ナカバヤシ　ヒロユキ 23 シロモト　ナリオ 24 アオヤギ　シンジ 1021 テラウチ　ケンジ 1022 テビラ　ヒロキ 1023 トクヒサ　ケイイチ 1024 イデ　カツミ

☆ 山本　秀樹 ☆ 中林　浩之 ☆ 城本　成男 ☆ 青柳　真治 ☆ 寺内　賢治 ☆ 手平　裕紀 ☆ 徳久　啓一 ☆ 井出　勝己

31 ナガレカワ　ヒロフミ 32 ヤスダ　ユウジ 33 イトウ　サトシ 34 オオヒガシ　シゲノリ 1031 カタギリ　アキヒデ 1032 ヤマナカ　ショウジ 1033 キダ　ヨシヒコ 1034 ワタナベ　ヨシヤス

☆ 流川　博文 ☆ 安田　裕次 ☆ 伊藤　智史 ☆ 大東　重則 ☆ 片桐　公秀 ☆ 山中　祥司 ☆ 木田　義彦 ☆ 渡辺　善康

41 ナカツチ　ヤスシ 42 カワベ　ヒロシ 43 ツジ　マサユキ 44 ヤマガタ　エイジ 1041 キイノモト　カオル 1042 イトウ　カツヒコ 1043 クボ　シンイチ 1044 フジタ　ハルヒコ
☆

◎
中土　　靖 ☆ 河部　　博 ☆ 辻　　正幸 ☆ 山縣　栄治 ☆ 紀伊埜本馨 ☆ 伊藤　克彦 ☆ 久保　真一 ☆ 藤田　晴彦

51 ヤマザキ　アツシ 52 イワタ　ミツノリ 53 タカノ　ヒサカズ 54 #N/A 1051 ヤマサキ　コウジ 1052 フジタ　マサヒデ 1053 ナカズ　モトハル 1054 コジマ　ヤスヒロ

☆ 山崎　　敦 ☆ 岩田　光徳 ☆ 高野　久和 ☆ #N/A ☆ 山﨑　幸二 ☆ 藤田　雅英 ☆ 中圖　基晴 ☆ 小島　康弘

61 カドタ　コウジ 62 ヒラオカ　モトシ 63 フジモト　ミチノリ 64 スミモト　イサオ 1061 トモナガサトル 1062 マキノ　ノブオ 1063 マツモト　アキノブ 1064 サカイ　シン

☆ 門田　亨治 ☆ 平岡　元司 ☆ 藤本　道徳 ☆ 住本　　公　 ☆ 友長　　悟 ☆ 牧野　信夫 ☆ 松本　明信 ☆ 酒井　　信

71 イシグチ　カツハル 72 ホシヤマ　カズヤ 73 ウラモト　ヨシノリ 74 タニガミ　ジュンジ 1071 フジイ　マサヒコ 1072 セト　ヨウスケ 1073 ニシノツジ　タイコウ 1074 ニシムラ　ヒトナリ

石口　勝治 星山　一也 浦本　佳則 谷上　潤二 藤井　将彦 瀬戸　陽介 西之辻泰宏 西村　仁成

81 タダ　カズキ 82 カワイ　リュウタ 83 ナカネ　アキヒロ 84 マルヤマ　コウジ 1081 キタヤマ　ケンタロウ 1082 ウメモト　ユウスケ 1083 カトウ　トキヒコ 1084 ニシカワ　マサヒロ

多田　和樹 河合　隆太 中根　明宏 丸山　浩司 ◎ 北山健太郎 梅本　優介 加藤　時彦 西川　雅裕

91 カトウ　リュウタ 92 ウチダ　ヨウスケ 93 ナカノ　コウジ 94 イエ　コウスケ 1091 アサクラ　ヒロアキ 1092 ツジタ　セイヤ 1093 サワイ　サトル 1094 イモト　マサキ

加登　隆太 内田　洋輔 中野　耕治 井江　孝介 朝倉　博昭 辻田　晴也 澤井　　悟 井本　正樹

101 タカノ　ケンタ 102 オオタ　ヒロトシ 103 カヤキ　ヨシタカ 104 サオ　タカノリ 1101 オオハラ　ツグマサ 1102 キダ　トオル 1103 タムラ　タカノリ 1104 フクモリ　タカヒロ

◎ 高野　健汰 太田　浩年 榧木　賀隆 佐尾　貴規 大原　嗣政 喜田　　徹 田村　隆典 福森　隆博

111 ヒラモト　コウイチ 112 ミズシマ　タカアキ 113 ナカノ　トシオ 114 クラグチ　ヒロキ 1111 カツヤマ　アキハル 1112 ノジマ　イワオ 1113 シマモト　ショウヘイ 1114 トバ　タカナオ

平本　晃一 水島　孝昌 中野　寿男 倉口　裕輝 勝山　明治 野島　岩雄 嶋本　将平 鳥羽　孝尚

121 ミカミ　ヨウジロウ 122 キノシタ　コウガク 123 テラニシ　トシヒト 124 ハマノ テツユキ 1121 タナカ　ケンゴ 1122 ウメムラ　タケシ 1123 マエダ　ユウキ 1124 ハトコ　タカシ

三上陽二郎 木下　光学 寺西　俊人 浜野 哲行 田中　賢吾 梅村　剛史 前田　祐樹 波床　　隆

131 ヤマモト　ヨシヒロ 132 イサカ　ナオキ 133 セト　シロウ 134 ヤマザキ　ユウキ 1131 ミナミカワ　フミオ 1132 ヨコタ　ケンイチ 1133 ウエムラ　カツマサ 1134 ヤマナカ　タカシ

山本　嘉尋 井坂　直樹 瀬戸　史郎 山崎　有輝 南川　史雄 横田　健一 植村　勝將 山中　　崇

141 イヌイ　ユウキ 142 オオタニ　ソウ 143 ミタニ　ヨシオ 144 イムラ　ケンイチ 1141 オオタ　マサユキ 1142 オオミチ　シュンペイ 1143 ヤマグチ　ダイスケ 1144 イワサキ　ヨシノリ

乾　　裕樹 大谷　　奏 三谷　宜生 居村　健一 太田　雅之 大道　俊平 山口　大輔 岩崎　善徳

151 ミヤモト　トシユキ 152 カトウ　ケイゴ 153 フジタ　テツヤ 154 キクモト　ユウジ 1151 タナカ　ユウヤ 1152 サカモト　テツ 1153 カジモト　ジュンジ 1154 ナガハラ　マサヤ

宮本　敏幸 加藤　肇悟 藤田　鉄也 菊本　裕司 田中　有哉 坂本　　徹 梶本　純司 永原　昌哉

161 スエハラ　タケシ 162 ニシウラ　カツシ 163 ヨシモト　ユイ 164 オカザキ　ダイスケ 1161 スズキ　マサヒロ 1162 ニシムタ　ヤスヒロ 1163 キタムラ　ヒサト 1164 ミツダ　エイジ

末原　　健 西浦　克至 吉本　唯以 岡﨑　大高 鈴木　雅博 西牟田康宏 北村　久人 光田　英二

171 タナカ　シゲユキ 172 クマガイ　ヒサシ 173 スミダ　ダイスケ 174 ハカリ　ケンイチ 1171 タダ　カズノリ 1172 ウエダ　ヒデトシ 1173 ダイドウ　カズキ 1174 #N/A

田中　繁行 熊谷　久志 隅田　大輔 計　　賢一 多田　一紀 上田　秀寿 大同　一輝 #N/A

☆はシニア、◎は日本選手権シード選手

当日は6：30から受付開始となります（レストランは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。

【予選通過】一般クラス：上位22人、シニアクラス：上位12人　※同スコアの場合はマッチング・スコアカード方式で決定　

【検温】当日は会場にて検温を実施させていただきます。37.5度以上の場合は出場をお断りさせていただく場合があります。参加同意書（公式サイトに掲載）を必ずご持参ください。

※大会欠場の連絡は、前日まではスポーツニッポン新聞社(℡06-6346-8522）、当日は枚方CC(℡072-858-8331)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。

（TsProducts・有馬ロイヤル) (徹身・六甲国際) (小田板金・聖丘) (滝川運輸・貴志川)

組 時間 組 時間

1 7:44 18 7:44

(MIYデンタルサポート・京都) (藤本・グランドオークプレヤーズ) (マックス・泉佐野) (あさば仏教美術工房・大阪)

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（決勝）

アウトスタート インスタート

と　き：2022年8月24日（水 ）

ところ：枚方カントリー倶楽部

　☎　：072-858-8331

3 8:00 20 8:00

（吉永建設・大阪) (丸の内AMS・シプレ)

2 7:52 19 7:52

（大阪北斗運輸・関空クラッシック) (中林建設・万寿) (城本建設・クランヒルズ京都) (東芝デバイス＆ストレージ・三日月)

(ムサシ工業社・甲賀) (シスメックスＳＥＣ・三田レークサイド) (片桐工業・伏尾) (山中・万壽) (自営・有馬ロイヤル) (エイトスナイプ・茨木国際)

(ダイキンシートメタル・泉佐野) (自営・紀の国) (三井物産・伏尾) (ヴェルテックス・茨木高原)

5 8:16 22 8:16

（伏尾自動車・天野山) (ロッシュ・ジャパン・日清都)

4 8:08 21 8:08

（つるや・宝塚) (島津製作所・大甲賀) (フロアーテックス・日新都) (ナカイ・北六甲)

(自営・滋賀) #N/A (山﨑鉄筋工業・紀南) (藤田工務店・オークモント) (カービューティーワカヤマ・大阪) (プロクオーレ・甲賀)

(ケイツー・泉佐野) (滋賀県庁・信楽) (エスケイ工業・ベニー) (ドコモＣＳ関西・南紀白浜)

7 8:32 24 8:32

(石口不動産・神有) (セイワ住宅・城陽)

6 8:24 23 8:24

（ツーグリーンプランニング・奈良若草) (三和石油・ジャパンクラシック) (富士建設・四条畷) (自営・大阪)

(エビス・奈良国際) (リクロスコーポレーション・ワールド) (自営・奈良国際) (司法書士法人せと事務所・花屋敷) (コピア・城陽) (荘司調髪所・法隆寺)

（フタバ興業・アートレイクゴルフ) (南海亜鉛鍍金・泉佐野) (大槻物流・紀の国) (自営・枚方国際)

9 8:48 26 8:48

(加登・ABC) (ウチダ・千刈)

8 8:40 25 8:40

(すこやかライフ・佐用スターリゾート) (青龍山・美加ノ原) (大日観光・JGA) (マルヤマ建設・高室池)

(自営・滝野) (エースカンパニー不動産・六甲) (朝倉設備・三甲ジャパン) (スポーツ医学発信所・泉佐野) (修斗建設・奈良若草) (ゼロ・コーポレーション・JGA)

(センコー・ラインヒル) (ｙｏｕ　ｎｅｔ　光・JGA) (at.life・滝野) (Ｊ・ムロウ３６)

11 9:12 28 9:12

(平和紙化工所・春日台) (ミズシマ・奈良若草)

10 8:56 27 8:56

(センコー・阪奈) (自営・奈良国際) (カヤキ・美加ノ原) (西部技研工業・茨木)

(FieldGolf・タラオ) (大輝エンジニア・枚方) (勝山商店・阿騎野) (奈良県環境緑化・ヤマト) (ジュケイズ・花屋敷) (ABOT・マンデー)

(カフェ　ニーゴ・貴志川) (青柳産業・滝野) (エコライズ・茨木国際) (福樹園・ヤマト)

13 9:28 30 9:28

(BUNKER・マンデー) (丸二化成工業・泉佐野)

12 9:20 29 9:20

(つるや・滝野) (ジョンホーム・北六甲) (明完企工・白鷺) (浜野運送・信楽)

(自営・能勢) (センコー・ジャパンビレッジ) (牧主都市開発・岸和田) (自営・パインレーク) (デネブ・橋本) (トラスティ飛鳥・信楽)

(flare systemr・三重白山) (KRT・有馬ロイヤル) (前田組・交野) (大栄機械・レイクフォレスト)

(丸公建設・六甲国際) (自営・奈良柳生) (はなまる・ベニー) (ＥＹ　Ｊａｐａｎ・山の原)

14 9:36 31 9:36

(クルーズ・有馬ロイヤル) (jouer・マンデー) (山田兄弟歯科・枚方国際) (アクセルジャック・法隆寺)

15 9:44

(自営・レイクフォレスト) (ダイニング・クエスト・北六甲) (チェンジズ・朽木) (キクモト・法隆寺)

32 9:44

(自営・サンリゾート)

34 10:00

(佐藤薬品工業・阿騎野)

16 9:52

(ゴルフパートナー・ＪＧＡ) (関西ハウジング・阿騎野) (YUITEC・秋津原) (鴻池運輸・JGA)

17 10:00

(ライ・ラック・センチュリーシガ) (ホロスプランニング・京都) (昌和産業・堺) (ハウススタイル・茨木国際)

成績速報はコチラ　→→→

(自営・滋賀) (ルーツゴルフ・ベアズパウジャパン) #N/A

(サカモテック・六甲) (大虎運輸・ディアーパーク) (日本ビジネスシステム・岐阜関)

33 9:52

(鈴木測量登記事務所・有馬ロイヤル) (自営・ディアーパーク) (自営・朽木) (ビリケンゴルフ・天野山)


