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イトウ　アキヒコ

伊藤　彰彦 楽天GORA 11.9
カマダ　タダシ

鎌田　義 洲本ゴルフ倶楽部 9.4
イワサキ　カズアキ

岩崎　一明 グランドオークプレイヤーズコース 10.5
スギヤマ　ヨシマサ

杉山　良方 兵庫県ゴルフ連盟 10.4

ミズシマ　トシカツ

水嶋　敏勝 三木セブンハンドレッド倶楽部 12.0
ヤスモト　カズヒロ

安本　和博 サンロイヤルゴルフクラブ 9.6
カワニシ　ノブヤ

川西　信也 青野運動公苑アオノゴルフコース 10.5
オオクラ　マコト

大倉　誠 北神戸ゴルフ場 15.2

フカミ　タダシ

深見　正 楽天GORA 18.3
ウスイ　ナオキ

臼井　直規 兵庫県ゴルフ連盟 14.6
イズミ　シンジ

和泉　眞二 兵庫県ゴルフ連盟 11.1
サカグチ　ケンジ

坂口　賢二 ロータリーゴルフ倶楽部 17.7

カワグチ　ヨシタカ

川口　佳孝 楽天GORA 18.6
フクタニ　トシヒロ

福谷　俊広 兵庫県ゴルフ連盟 15.8
モリナガ　タダアキ

森永　忠彰 三木ゴルフ倶楽部 11.2
ウサミ　クニヒサ

宇佐美　邦久 楽天GORA 19.3

タカミ　フジキ

高見　藤喜 青野運動公苑アオノゴルフコース 4.7
ハヤシ　アキラ

林　明 楽天GORA 4.1
ヒョウドウ　タケシ

兵頭　建 楽天GORA 10.0
オギノ　ヒデアキ

荻野　英昭 播磨カントリークラブ 9.7

モリ　ヨウジ

森　洋二 美奈木ゴルフ倶楽部 7.4
イケダ　ヒロノブ

池田　広信 茨木国際ゴルフ倶楽部 9.3
ナエムラ　ヒロシ

苗村　弘 兵庫県ゴルフ連盟 10.3
ミヤケ　トオル

三宅　徹 ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 19.1

ヤシキ　ヒロノブ

矢敷　博伸 楽天GORA 19.0
イシバシ　ミワ

石橋　三和 JOYXゴルフ倶楽部上月コース 9.7
イケミ　マサノリ

池見　正徳 GDO 12.7
タルイ　フミヨ

樽井　富美代 三田レークサイドカントリークラブ 8.0

ナカムラ　ヨウイチ

中村　陽一 フォレスト芸濃ゴルフクラブ 19.1
アカイ　ミキコ

赤井　幹子 能勢カントリー俱楽部 14.3
イナバ　アキラ

稲葉　朗 宝塚ゴルフ倶楽部 19.7
ヤマモト　チハル

山本　千春 ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 12.4

フジモト　ヨシハル

藤本　祥治 兵庫県ゴルフ連盟 7.7
シノハラ　ヨシハル

篠原　芳春 姫路シーサイドゴルフコース 7.0
フジモト　ヨシノリ

藤本　由徳 三日月カントリー倶楽部 4.4
ミヤケ　テツオ

三宅　哲雄 小野グランドカントリークラブ 6.3

イワサ　ミツハル

岩佐　光陽 兵庫県ゴルフ連盟 12.3
タカオ　ミツトシ

高尾　充了 兵庫県ゴルフ連盟 8.3
ツネフジ　ヨシフミ

恒藤　佳史 ロータリーゴルフ倶楽部 8.0
アサハラ　ヒロユキ

浅原　宏行 楽天GORA 9.2

クスモト　ヒデオ

楠本　英夫 山の原ゴルフクラブ 13.0
ムラカミ　タケシ

村上　武史 楽天GORA 8.9
タカヤマ　サトシ

高山　聡司 兵庫県ゴルフ連盟 13.8
ヨネダ　ミキオ

米田　幹雄 小野グランドカントリークラブ 9.3

ミゾグチ　シュンゾウ

溝口　俊三 兵庫県ゴルフ連盟 15.5
ハラ　カズオ

原　和夫 姫路シーサイドゴルフコース 15.0
モリワキ　ヨシカズ

森脇　義和 西脇カントリークラブ 13.9
ショウジ　カズヨ

庄司　和代 神戸パインウッズゴルフクラブ 14.0

オオカワ　オサム

大川　治 大宝塚ゴルフクラブ 15.8
ヨシダ　トシコ

吉田　稔子 播州東洋ゴルフ倶楽部 7.9
イマイズミ　ヒサカツ

今泉　久活 ロータリーゴルフ倶楽部 8.1
コマツ　マサシ

小松　政司 播州東洋ゴルフ倶楽部 8.0

コサカ　ミノル

小阪　実 楽天GORA 16.0
ナカタニ　ナオミ

中谷　直美 大宝塚ゴルフクラブ 14.4
ドウモト　スグル

堂本　卓 播州東洋ゴルフ倶楽部 8.8
ヤマグチ　カツユキ

山口　克幸 兵庫県ゴルフ連盟 10.8

ヨシダ　カズシ

吉田　一志 神戸三田ゴルフクラブ 16.3
ヤマウチ　クルミ

山内　繰美 大宝塚ゴルフクラブ 16.0
ササキ　ケイジ

佐々木　圭司 赤穂国際カントリークラブ 9.2
コギタ　ヒロアキ

小北　弘明 兵庫県ゴルフ連盟 17.1

ホンショウ　ヨウスケ

本勝　陽介 城山ゴルフ倶楽部 16.6
セキイ　ヨシコ

関井　佳子 大宝塚ゴルフ倶楽部 20.0
マツオカ　クニハル

松岡　邦治 姫路シーサイドゴルフコース 15.0
ヨシダ　シゲト

吉田　茂聖 東条の森カントリークラブ 20.0

オウタ　ショウジ

翁田　昇二 妙見富士カントリークラブ 11.5
サクライ　ヤスアキ

桜井　保明 楽天GORA 9.4
マエダ　ヤスヒロ

前田　裕弘 兵庫県ゴルフ連盟 12.3
カナガエ　ユウジ

金ヶ江　裕之 伏尾ゴルフクラブ 8.0

ショウガキ　フミトシ

正垣　二三歳 青山ゴルフクラブ 13.6
ヒオキ　カツジ

日置　勝次 楽天GORA 11.4
ヒオカ　タカユキ

日岡　孝幸 楽天GORA 12.5
ミヤケ　シンサク

三宅　伸作 東条パインバレーゴルフクラブ 13.0

ヤマモト　ヒロシ

山本　博司 楽天GORA 13.7
イシムラ　ケイイチ

石村　恵一 富士小野ゴルフクラブ 14.4
ウエスナグチ　チエコ

上砂口　千恵子 パインレークゴルフクラブ 11.4
シミズ　コウイチ

清水　孝一 楽天GORA 17.7

キシモト　ヒロトシ

岸本　廣利 妙見富士カントリークラブ 14.3
タツミ　マサアキ

巽　正昭 有馬カンツリー倶楽部 15.1
ヤマダ　テルコ

山田　照子 ロータリーゴルフ倶楽部 15.5
マエダ　ケンイチ

前田　賢一 東条パインバレーゴルフクラブ 20.0

競技方法：１８ホールズストロークプレー ※スロープレーティングは採用いたしません。

※ご参加の皆様には、ご希望のスタート時間で組合わせる事が来ません事、ご了承ください。

※JGA/USGA Hdcp Index (最新)をスタートホールにて提出のこと。　Hdcp Indx20.0以上は20.0にて競技に参加いただきます。

※男性：青マーク　　　女性：金マーク　　

※クラブハウスオープン時間は　７:00　です。スタート時間の50分前にはクラブハウスにご到着下さい。

※事前欠席する場合は大会事務局 (0120-114-646)もしくは開催クラブへご連絡ください。なお、当日欠席の場合はジャパンビレッジGC(0795-97-3888) にご連絡下さい。

※最大80名まで受け入れる。組合せ後の参加者は空き枠から組合わせる。欠席のある場合は、組合せを変更をすることがあります。

※本競技の１次予選通過上位40名が、５月１０日（月）ザ・サイプレスゴルフクラブにて開催される２次予選会に進出できる。
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参加人数　80名

競技委員長　澁谷 大輝
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会場：ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 第15回のじぎくオープンゴルフ選手権大会
2021年03月04日(木)　予備日：2021年03月05日(金) 1次予選会

東 西


