
開催日：令和　２年　４月２８日（火）
会　場：宝塚ゴルフ倶楽部　旧コース

№ ｽﾀｰﾄ時刻 氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名

ドヒ ノリオ カンダ ナオノリ ヤマシタ　キョウヘイ ソノ　コウイチロウ

土　肥　宣　夫 神　田　直　宣 山　下　恭　平 園　　　耕一郎
マルイ リツキ オオヒガシ　シゲノリ アベ フミヒコ ヨシダ　リョウ

丸　井　律　輝 大　東　重　則 阿　部　文　彦 吉　田　　　量
トモゾエ イッセイ トヨシマ マサユキ イノウエ　カツユキ ナンジョウ ヒデキ

友　添　一　成 豊　嶋　賢　之 井　上　勝　行 南　条　秀　貴
ハヤシ　ヒデアキ サイ　シュウメイ タカシマ ナオミチ ヒラタ　ヒロキ

林　　　英　明 蔡　　　秋　明 高　島　直　道 平　田　弘　樹
イノウエ チヒロ フクナガ　ケンジ カトウ　ハルヒサ キシモト　ツヨシ

井　上　智　旺 福　永　健　治 加　藤　治　久 岸　本　　　毅
フルバヤシ　ユウキ イノウエ トシタカ イシガミ　タカノブ フクイ ケンジ

古　林　由　貴 井　上　稔　孝 石　上　孝　信 福　井　健　二
ウシロダニ　マサル イマイ　マサフミ ヤマダ　イクヒラ シモヤマ　カズヨシ

後　谷　　　勝 今　井　正　文 山　田　育　平 下　山　一　義
マツバラ　ヤスユキ コバヤシ　ヒロキ オクムラ　タツヤ ソメヤ　ケイ

松　原　泰　之 小　林　宏　樹 奥　村　達　也 染　谷　　　啓
オオタ リュウイチロウ デンチョウ　トシフミ マツバラ　タカミツ サワエ タロウ

大　田　龍一郎 傳　長　寿　文 松　原　孝　光 澤　江　太　郎
フジタ　トシヒコ アカダ ヨウイチ ムラタ　ナオヤ マツダ トシナガ

藤　田　俊　彦 赤　田　洋　一 村　田　直　哉 松　田　年　永
オカハタ　ヒデユキ タナカ　コウジ キタガワ　アキヒロ ミ カ タ   コウサク

岡　畑　秀　之 田　中　浩　司 北　川　明　博 見 　方  　功　 作
タカハシ　リョウスケ ムラコシ　ジュンジ シゲタ　ナオユキ オダ　ヒロシ

髙　橋　良　介 村　越　順　司 繁　田　直　幸 小　田　裕　司
マツモト　マサノブ シミズ　アツシ サワヤマ　ヒロカズ ミヤモト　コウジ

松　本　正　信 清　水　　　篤 澤　山　博　一 宮　本　幸　治
モリグチ　カズアキ フジモト ヤスハル ヤマグチ　カツユキ マツウラ　ヒロユキ

森　口　一　明 藤　本　泰　治 山　口　克　幸 松　浦　博　之
アカギ　ヒロシ タナカ　トモイチロウ トヨシマ アツム ヨシダ アキラ

赤　木　　　博 田　中　智一郎 豊　嶋　　　州 吉　田　　　明

№ ｽﾀｰﾄ時刻 氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名

シュウトウ　カホ オカダ　イクコ シミズ　トシエ ハッタ　ナミ

周　藤　可　歩 岡　田　郁　子 清　水　聡　枝 八　田　奈　己
ナカオカ　ヨシエ コマチ　アスカ タナカ　リョウコ タケウチ　ヒトミ

中　岡　由　枝 小　町　飛　鳥 田　中　良　子 竹　内　仁　美
スギノ　ユウゾウ サケミ トシユキ タムラ カズユキ ミヤワキ　カズヒト

杉　野　雄　三 酒　見　俊　之 田　村　一　幸 宮　脇　和　仁
マトリ　ショウ キシ　アキヒデ フジモト タカヒサ イシヅカ　ヒロトシ

眞　鳥　　　翔 貴　志　彰　英 藤　本　貴　久 石　塚　公　俊
フジヤマ　タイヨウ オカイチ　ミズキ ヤマモト　マサユキ オオタ タツオ

藤　山　大　耀 岡　市　瑞　樹 山　本　正　幸 太　田　達　雄
カワタニ　トモヤ サカモト　ジュン ナガイ　アキヤス チカザワ　オサム

川　谷　朋　也 坂　本　　　潤 長　井　章　泰 近　澤　　　修
タナカ　リュウジ フジタ カズキ マルハシ　タカオ コイケ マサル

田　中　竜　二 藤　田　和　輝 丸　橋　孝　夫 小　池　　　勝
ミヤモト　カズオ ホリオ　ヨシヒコ サトウ　リョウスケ マルオ ヨシヒサ

宮　本　一　男 堀　尾　吉　彦 佐　藤　亮　介 圓　尾　善　久
タニヤマ カズヨシ タウラ　ヒデト カマチ　クニモト アラオ　ジュン

谷　山　和　義 田　浦　秀　人 蒲　池　邦　太 荒　尾　　　潤
カネダ ヤスナリ ヒラツカ アツシ カナザワ　ヒロヤス スギハラ　カズヤ

金　田　康　成 平　塚　　　篤 金　沢　弘　泰 杉　原　一　哉
ツカマエ　ヨシヒロ サイトウ イツミ フジナガ　ショウタロウ ヤマノウチ　タケシ

塚　前　義　廣 齋　藤　五　実 藤　永　昭太郎 山　内　　　猛
カナザワ イッキ ヤナセ　ヒサシ イツボ　カズトシ シロマ　サダツグ

金　澤　一　輝 柳　瀬　　　久 井　壷　一　敏 城　間　貞　次
シンドウ ヒロフミ タダウチ　マサル タナカ   ヒロシ クロダ　カズノリ

進　藤　博　文 多々内　　　勝 田　中　　　弘 黒　田　和　典
ハリマ　サトル フジモト　カツトシ ヤマモト   マナブ リ　ケンホウ

播　磨　　　悟 富士元　克　敏 山　本　　　学 李　　　健　鵬
トビタ　アキラ ハタナカ　ユウスケ ノウミ   ツヨシ タカモリ　ケンジ

飛　田　　　彰 畑　中　祐　介 能　見　　　剛 高　森　顕　治

　１．スタート時刻の10分前には、ティインググラウンド付近に待機すること。
　２．決勝競技(５月２６日)への進出者は、本競技の男子の部上位３1名、女子の部上位３名(欠場者の出た場合は当日決定する)とする。
　　　「マッチング・スコアカード方式」の対象ホールはＩＮコースとする。
　３．安全上並びに健康上、帽子・バイザー等を着帽のこと。
　４．欠場者のある場合、組合せを変更することがある。
　５．欠場する場合は、兵庫県ゴルフ連盟（078-392-0562）、競技当日は宝塚ゴルフ倶楽部(0797-71-2251)まで連絡のこと。

　無断欠場の場合は、本競技を含め１年間の競技出場を停止する。
　６．この度の新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、延期または中止にすることもある。

上記中止の場合は、連盟ホームページならびに連盟WEBエントリーシステムよりメール通知いたします。
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競技委員長　 佐　野　　陽　一
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令和２年度　兵庫県アマチュアゴルフ選手権予選競技
(第７５回国民体育大会出場選手選考競技）

ス タ ー ト 時 刻 及 び 組 合 せ
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