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11 タカヤマ　サトル 12 ミズカミ　トシミ 13 ウエノ　マサト 14 カミムラ　サブロウ i11 タテマツ　リョウスケ i12 キヨモト　ムネヒサ i13 ウエダ　ヒデトシ i14 オカヤス　ヨウスケ

☆ 髙山　　悟 ☆ 水上　敏美 ☆ 植野　昌人 ☆ 上村　三郎 立松　良介 清本　宗久 上田　秀寿 岡安　洋介

21 マツイ　ユキオ 22 ヤスダ　タダシ 23 ナカムラ　ヨシオ 24 ウンノ　タケシ i21 ミズタニ　トモヤ i22 クロサワ　マサユキ i23 オモテ　マサヒロ i24 #N/A

☆ 松井　幸男 ☆ 安田　傳司 ☆ 中村　吉男 ☆ 海野　武司 水谷　友哉 黒澤　正之 表　　正浩 #N/A

31 オオヤマ　ヒロツグ 32 カワグチ　シン 33 ホンマ　タカシ 34 イシダ　ノブユキ i31 イズミ　シンジ i32 タワラ　タイシ i33 カワイ　ススム i34 タマオカ　トシヒデ

☆ 大山　博嗣 ☆ 川口　　伸 ☆ 本間　孝司 ☆ 石田　信行 和泉　信治 田原　大志 河合　　達 玉岡　敏秀

41 ムラサキ　アキラ 42 ヤマグチ　キミヒコ 43 サコグチ　コウ 44 コバヤシ　ヒデユキ i41 タナカ　ヨウスケ i42 ツクダ　マサノリ i43 ニワヤマ　ヒサヨシ i44 ウシオ　タツヤ

☆ 村崎　　朗 ☆ 山口　公彦 ☆ 峪口　　幸 ☆ 小林　秀行 田中　陽介 築田　昌典 庭山　久由 牛尾　達弥

51 トミタ　コウイチ 52 シンヤ　ヒロヒデ 53 ヒネノ　ヒデノリ 54 ドヒ　シゲル i51 マスダ　ダイキ i52 ハタケヤマ　シンイチ i53 シバハラ　ヒデオ i54 タナカ　ヒデキ

☆ 冨田　耕一 ☆ 新谷　博英 ☆ 日根野英則 ☆ 土肥　　滋 増田　大樹 畠山　真一 芝原　秀雄 田中　秀宜

61 ニシワキ　マサキ 62 コバヤシ　タカシ 63 キタジマ　タカシ 64 ノムラ　ヒロユキ i61 タニウチ　ショウゴ i62 ヤマダ　アツシ i63 オガワ　タケシ i64 #N/A

☆ 西脇　正喜 ☆ 小林　　敬 ☆ 北嶋　孝司 ☆ 野村　浩之 谷内　祥吾 山田　　淳 小川　　健 #N/A

71 イマニシ　ヒロユキ 72 イマニシ　トシヒコ 73 ウエムラ　ヒロカズ 74 ニシウラ　マサキ i71 ムラタ　ヤスシ i72 オジ　タカシ i73 マツキヨ　マサユキ i74 フジタ　コウヘイ

☆ 今西　弘幸 ☆ 今西　敏彦 ☆ 植村　浩和 ☆ 西浦　正記 村田　靖司 尾子　高史 松清　将行 藤田　孝平

81 カタヤマ　シゲキ 82 フジガキ　シンイチロウ 83 カワチ　ヒロシ 84 ヒラオカ　ダイジロウ i81 ナカムラ　ヒロアキ i82 ヤブウチ　タツノリ i83 モロオカ　リョウ i84 カメイ　タクヤ

☆ 片山　茂樹 ☆ 藤垣紳一郎 ☆ 川内　　浩 ☆ 平岡大二郎 中村　寛亮 藪内　達則 諸岡　　亮 亀井　拓哉

91 モリタ　ヤスヒコ 92 サワダ　ツトム 93 テラシマ　トオル 94 ツジタ　サトル i91 カミヤ　エイジ i92 オカ　ノブキ i93 イチカワ　リョウ i94 クロキ　トウマ

☆ 森田　康彦 ☆ 澤田　　勉 ☆ 寺嶋　　亨 ☆ 辻田　　智 神谷　英治 岡　　伸樹 市川　　諒 黒木　斗真

101 ミナミ　ケンジ 102 ツジタ　セイヤ 103 エビス　マコト 104 ゴトウ　ヒロアキ i101 ノダ　マサシ i102 スズキ　トモヒロ i103 マキノ　カズナリ i104 ワタナベ　コウイチ

南　　憲司 辻田　晴也 蛭子　　眞 後藤　宏旭 野田　雅司 鈴木　智大 槇野　一成 渡邉　孝一

111 ナカムラ　マサツグ 112 ヤマムラ　コウジ 113 ハマセ　タロウ 114 ヤマカワ　ノリヒロ i111 イトウ　ヨシタカ i112 オオヤマ　トモヒロ i113 フナノ　マサノリ i114 アサノ　タカヒロ

中村　昌嗣 山村　康治 浜瀬　太郎 山川　憲洋 伊藤　喜孝 大山　倫寛 船野　雅訓 浅野　高浩

121 タナカ　マサトウ 122 ミヤザキ　フユシ 123 タナビキ　コウジ 124 スギヤマ　シノブ i121 タナカ　シゲユキ i122 ニッタ　ユウシ i123 ハヤカワ　ヨウスケ i124 ヨシダ　タク

田中　雅登 宮崎　冬詩 田靡　考志 杉山　　忍 田中　繁行 新田　雄史 早川　陽介 吉田　達功

131 イトウ　タカヒデ 132 ヒロセ　タダシ 133 カワダ　ジュンヤ 134 ウエムラ　マサフミ i131 タケダ　ダイスケ i132 カヤキ　ヨシタカ i133 オオモリ　トシキ i134 モリモト　リク

伊藤　高秀 廣瀬　　正 川田　淳也 上村　将史 武田　大輔 榧木　賀隆 大森　俊紀 森本　　陸

141 #N/A 142 #N/A 143 #N/A 144 #N/A i141 タナカ　ケンゴ i142 オオタ　シゲキ i143 キド　カツユキ i144 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A 田中　賢吾 太田　茂輝 城戸　克之 #N/A

当日は6：00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】一般クラス：上位７人　　シニアクラス：上位４人　※同ストロークの場合は、マッチング・スコアカード方式にて順位を決定します。

【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、前日まではスポーツニッポン新聞社(℡06-6346-8522）まで、当日は西日本セブンスリーGC(℡0598-42-1212)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。

　(18ホール・スループレー) 　(18ホール・スループレー)☆はシニア(当年55歳以上)

7月18日6時30分現在

内閣総理大臣杯第53回日本社会人ゴルフ選手権中部予選

第35回中部社会人ゴルフ選手権

アウトスタート インスタート

と　き：2022年8月18日（木）

ところ：西日本セブンスリーGC

　☎　：０５９８-４２-１２１２

(南海砂利・日本ダイヤモンド) (自営・マンデー) (自営・ナガシマ) (自営・三重フェニックス) (トップフィールドコーポレーション・滋賀) (三菱化学四日市事業所・西日本セブンスリー)

組 時間 組 時間

1 7:30 14 7:30

(髙山海苔店・西日本セブンスリー) (鈴鹿カンツリー倶楽部・伊勢大鷲)

3 7:48 16 7:48

(サンアイ電工・南紀白浜) (川口屋・西日本セブンスリー)

2 7:39 15 7:39

(プライム・朽木) (富士フイルムメディカル・名阪ロイヤル) (愛知興業大学・伊勢) (大林組・マンデー)

(自営・榊原) (自営・マンデー) (自営・ＪＧＡ) (ミカド輸送・センチュリーシガ) (カヤバ・東名厚木) (玉岡設備工業・マンデー)

(新和土建・スリーレイクス) (東海信号・三重フェニックス) (西日本三菱自動車・マンデー) #N/A

5 8:06 18 8:06

(富田産業・タートルエース) (アルファコーポレーション・西日本セブンスリー)

4 7:57 17 7:57

(自営・名松) (山口歯科医院・伊勢) (自営・加茂) (コバック・マンデー)

(日根野鍼灸院・津) (聖護院八ッ橋総本店・マンデー) (マスダエンタープライズ・タートルエース) (自営・信楽) (芝原電機製作所・貞宝) (フリーランス歯科医師・マンデー)

(ヨーガ・白鷺) (ニッタ・デイリー信楽) (パナソニック・滋賀) (日本郵便・マンデー)

7 8:24 20 8:24

(スマイルフォーユー・西日本セブンスリー) (１０２４・奈良柳生)

6 8:15 19 8:15

(自営・名神栗東) (ニューズ・名阪ロイヤル) (日生エンジニアリング・西日本セブンスリー) (会社員・加茂)

(ヤマト運輸・三重白山) (クリエイトスポーツ＆レジャー・マンデー) (村田建設・ザ) (自営・三重白山) (自営・ＪＧＡ) (ダイビ・マンデー)

(ＴＰ・朽木) (ニフコ・メダリオン) (イークルーズ・新陽) #N/A

9 8:42 22 8:42

(エムズ・三甲谷汲) (澤田建築事務所・春日井)

8 8:33 21 8:33

(片山石材工業・藤原) (緑苑小学校・岐阜) (日本イーライリリー・滋賀) (平岡建設・奈良柳生)

(てらしま・奈良柳生) (スポーツ医学発信所・泉佐野) (ＤＥＮＳＯ安城製作所開発工場・ＪＧＡ) (ふじた農産・藤原) (フォレスト芸濃・ＪＧＡ) (ｃоｌоｎ・マンデー)

(伊坂屋・鈴鹿) (ササキ・三重白山) (亮栄興業・伊勢大鷲) (ＬＩＸＩＬ・マンデー)

11 9:00 24 9:00

(ナカショウカーズ　・グレイスヒルズ) (パナソニック・津)

10 8:51 23 8:51

(自営・奈良柳生) (スポーツ医学発信所・泉佐野) (旭化成ケミカルズ・西日本セブンスリー) (涼仙ゴルフ倶楽部・マンデー)

(浜瀬歯科室・西日本セブンスリー) (スズキ自販三重鈴鹿営業所・マンデー) (ホンダ運送・三重フェニックス) (ＤＡＮＫＥ・朽木) (ジーネックス・ＪＧＡ) (藤信興産・マンデー)

(ツカサテック・センチュリーシガ) (Ｈｙｐｅｒｌａｕｎｃｈ・東名古屋) (マキノチェーン・春日井) (自営・マンデー)

13 9:18 26 9:18

(デンソー・藤原) (東海電工・滋賀)

12 9:09 25 9:09

(プラム・奈良国際) (三重保険企画・三重フェニックス) (ＫＲＳ興産・西日本セブンスリー) (三晃製砥・マンデー)

(ウインライフ・富士可児) (ＯＧＣ・マンデー) (三井住友信託銀行・鎌倉) (カヤキ・美加ノ原) (イーシーオー・三重白山) (名古屋大学病院・マンデー)

(ライラック・センチュリーシガ) (自営・三重白山) (ＰＤＡ・ローモンド) (エフティシー・マンデー)

(自営・三重白山) (自営・伊勢) (アッピア・マンデー) #N/A

27 9:27

#N/A #N/A #N/A #N/A


