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クサカベ　ヨシカズ

日下部　義和 G-styleｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 4.8
イトウ　セイミツ

伊藤　生光 朽木ゴルフ倶楽部 6.1
イナオカ　カズノブ

稲岡　和信 やしろ東条ゴルフクラブ 6.2
ミナト　ノブユキ

湊　信幸 姫路シーサイドゴルフコース 3.8

アカギ　ヒロシ

赤木　博 グランドオークプレーヤーズコース 11.3
オオニシ　ケイゾウ

大西　慶藏 日本ゴルフ協会 6.5
コサカ　ミノル

小阪　実 楽天GORA 12.8
タザワ　ツヨシ

田澤　剛 有馬冨士カンツリークラブ 10.6

イソヤマ　シンゴ

磯山　眞悟 楽天GORA 15.2
クロダ　マサシ

黒田　晶志 ABCゴルフ倶楽部 13.9
イヅノ　マサヒコ

伊津野　雅彦 サンロイヤルゴルフクラブ 15.9
カタオカ　ミノル

片岡　実 山東カントリークラブ 20.0

ナカモト　タツヤ

中本　竜也 東条の森カントリークラブ 20.0
タカノ　ジュンイチ

高野　純一 楽天GORA 14.5
ヤマゾエ　シンジ

山副　伸二 楽天GORA 18.0
ホソダ　マキ

細田　真紀 大岡ゴルフ倶楽部 12.2

マツバラ　ヤスユキ

松原　泰之 六甲カントリー倶楽部 6.8
ドウモト　スグル

堂本　卓 播州東洋ゴルフ倶楽部 8.7
カミト　リュウジ

上戸　隆治 日本ゴルフ協会 7.5
フジサキ　ケン

藤﨑　研 日本ゴルフ協会 11.0

ウエムラ　ヨシヒデ

上村　佳秀 ストークヒルゴルフクラブ 12.5
ナガミドリ　タダオ

永緑　忠夫 チェリーヒルズゴルフクラブ 12.7
オカモト　コウイチ

岡本　晃一 三田レークサイドカントリークラブ 11.4
オガタ　カズヤ

尾方　一也 西神戸ゴルフ場 12.0

タカヤマ　マサノリ

高山　正則 六甲国際パブッリックコース 13.0
イケミズ　ノボル

池水　昇 兵庫県ゴルフ連盟 17.9
クワバラ　ユウマ

桑原　裕馬 れいせんゴルフ倶楽部 13.7
イシダ　ヤスノリ

石田　康典 楽天GORA 16.0

ミヤノ　トモノリ

宮野　知典 グランドオークプレイヤーズコース 17.0
ワタナベ　ミユキ

渡部　美由紀 兵庫県ゴルフ連盟 14.5
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 19.0
マサズミ　サヤカ

昌角　紗也加 大宝塚ゴルフクラブ 10.0

ハットリ　マサミ

服部　正美 六甲カントリー倶楽部 9.9
タカハシ　セイジ

高橋　清二 兵庫県ゴルフ連盟 10.9
イマイ　ユキヒト

今井　将仁 神有カントリー倶楽部 7.8
カタオカ　テツオ

片岡　徹夫 大宝塚ゴルフクラブ 8.2

ヤノ　ヨシユキ

矢野　仁将 日本ゴルフ協会 11.2
キタダ　シンイチ

北田　伸一 日本ゴルフ協会 14.9
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 12.7
マツモト　カツヒコ

松本　克彦 西神戸ゴルフ場 11.5

オオニシ　ヒロユキ

大西　博行 西神戸ゴルフ場 14.6
カワグチ　ヨシタカ

川口　佳孝 チェリーヒルズゴルフクラブ 20.0
コギタ　ヒロアキ

小北　弘明 兵庫県ゴルフ連盟 16.5
ヤマグチ　アキヨシ

山口　昭義 能勢カントリー倶楽部 13.6

ヤマサキ　ユウコ

山崎　祐子 日本ゴルフ協会 18.3
イマイ　タカヨ

今井　隆代 青山ゴルフクラブ 7.9
ミズシマ　ヨウコ

水島　陽子 チェリーヒルズゴルフクラブ 13.7
クボ　マミ

久保　まみ 六甲カントリー倶楽部 8.7

ヤブウチ　タツヤ

薮内　達也 太平洋クラブ 8.9
スザワ　ヤススケ

須澤　保輔 ダンロップゴルフコース 10.8
ヒガシノ　カツヒコ

東野　勝彦 ダンロップゴルフコース 10.3
ツカタニ　ヨウイチ

塚谷　洋一 橋本カントリークラブ 8.2

ナカヤマ　マサヒロ

中山　幹啓 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 12.8
モリノ　タツオ

森野　龍男 レイクフォレストリゾート 11.3
フクイ　シュウイチ

福井　修一 三田レークサイドカントリークラブ 12.9
ヨコタ　テツオ

横田　哲雄 西神戸ゴルフ場 14.2

タケウチ　カズヒロ

竹内　一弘 北神戸ゴルフ場 15.8
マツダ　リョウイチ

松田　良一 六甲国際パブリックコース 19.4
クスモト　ヒデオ

楠本　英夫 山の原ゴルフクラブ 16.0
オオカワ　タケヒコ

大川　猛彦 三日月カントリークラブ 16.1

タナカ　リョウコ

田中　良子 大宝塚ゴルフクラブ 11.5
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 9.7
タナカ　ジュンコ

田中　純子 楽天GORA 19.1
イシカワ　アキコ

石川　明子 チェリーヒルズゴルフクラブ 10.3

アダチ　シンゴ

足立　晋吾 日本ゴルフ協会 8.9
カワサキ　ヤスヒト

川崎　靖仁 瑞陵ゴルフ倶楽部 7.1
フジカワ　タダヨシ

藤川　忠義 富士小野ゴルフクラブ 10.5
ナカイ　トオル

中井　徹 楽天GORA 7.4

テラド　ヨシアキ

寺戸　義明 兵庫県ゴルフ連盟 12.2
トモマサ　エミオ

友政　惠美男 垂水ゴルフ倶楽部 14.1
コジマ　コウイチ

小島　浩一 兵庫県ゴルフ連盟 12.8
アコウ ナオヒロ

赤穂 尚宏 鳳鳴カントリークラブ 11.0

アリモト　トモヒロ

有本　友裕 姫路相生カントリークラブ 17.6
タネ　ノブヒロ

多禰　展大 楽天GORA 18.6
ヤマグチ　ワタル

山口　弥 天野山カントリークラブ 14.3
ハラ　トモヨシ

原　知良 楽天GORA 14.1

オオカワ　カズエ

大川　和恵 大宝塚ゴルフクラブ 15.2
ニシサカ　ナミ

西坂　奈美 東条の森カントリークラブ 10.4
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 13.5
カキネ　トモコ

柿根　智子 オークモントゴルフクラブ 20.0

フジイ　ミノル

藤井　稔 有馬ロイヤルゴルフクラブ 10.6
カタシマ　マサヨシ

片島　将義 山陽ゴルフ倶楽部 6.8
コタニ　シュンイチ

小谷　俊一 兵庫県ゴルフ連盟 7.6
ナカガワ　ツヨシ

中川　剛志 ダンロップゴルフコース 10.3

モリナガ　タダアキ

森永　忠彰 三木ゴルフ倶楽部 12.6
タケハナ　ユズル

竹花　譲 日本ゴルフ協会 10.5
イズミ　シンジ

和泉　眞二 兵庫県ゴルフ連盟 13.2
ハルナ　サブロウ

春名　三郎 GDO 16.6

オオカワ　オサム

大川　治 大宝塚ゴルフクラブ 17.5
ヒワダ　サクミ

檜田　作巳 オータニにしきカントリークラブ 19.2
イマムラ　シンイチ

今村　信一 兵庫県ゴルフ連盟 15.9
ソウマ　シンジ

相馬　伸治 東条パインバレーゴルフクラブ 18.0

ババ　ヒロミ

馬場　博美 グランドオークプレーヤーズコース 17.4
タナベ　ケイコ

田辺　桂子 兵庫県ゴルフ連盟 13.1
タカダ　トモコ

髙田　智子 北神戸ゴルフ場 20.0

マトバ　キヨシ

的場　清 日本ゴルフ協会 10.8
カツミ　タカユキ

勝見　孝之 日本ゴルフ協会 6.3
オオヒガシ　シゲノリ

大東　重則 三田レークサイドカントリークラブ 5.5
ニシヅカ　リュウイチ

西塚　隆一 楽天GORA 9.8

オガワ　ヨシツグ

小川　貴嗣 東条の森カントリークラブ 13.0
カナヤ　マサジ

金谷　正次 楽天GORA 12.2
モリ　ヒロシ

森　博 兵庫県ゴルフ連盟 13.7
サカイ　ノブナル

酒井　信成 楽天GORA 12.1

イケダ　ミノル

池田　稔 楽天GORA 15.8
フジカワ　セイゾウ

藤川　清三 高室池ゴルフ倶楽部 16.2
アラタ　ユウジ

荒田　雄司 兵庫県ゴルフ連盟 15.9
ミズグチ　キヨシ

水口　清 JOYXゴルフ倶楽部上月コース 16.4

セキイ　ヨシコ

関井　佳子 大宝塚ゴルフ倶楽部 20.0
テタカ　ヒロト

樋高　裕斗 GDO 17.2
トクシゲ　エイコ

徳重　英子 やしろ東条ゴルフクラブ 12.5
クチダ　シンジ

口田　紳治 小野グランドカントリークラブ 18.1

イシガミ　ジュンイチ

石上　順一 グランドオークプレイヤーズコース 9.4
フクオカ　ノボル

福岡　登 東条の森カントリークラブ 8.2

ミヤザキ　トシユキ

宮﨑　壽行 やしろ東条ゴルフクラブ 11.9
マスダ　ジュンイチ

増田　純一 明石ゴルフ倶楽部 12.5

イタムラ　マサヨシ

板村　真善 GDO 14.4
ヤマグチ　マサヒロ

山口　正弘 播磨カントリークラブ 13.2

オギノ　マナブ

荻野　学 高室池ゴルフ倶楽部 17.4
ミナヨシ　ヤスナリ

皆吉　靖成 青野運動公苑アオノゴルフコース 17.0

※欠席のある場合は、組合せを変更をすることがあります。

※今予選会では、スロープレーティングを採用せず、JGA/USGA Hdcp Indexにより成績発表いたします。 ※最新のJGA/USGA Hdcp Index証明証（ハガキ・プリントアウト・アプリ画面）をスタートホールにてご提示ください。

※Hdcpは1次予選会時と比べて低い方を採用します。 ※本競技の2次予選通過上位24名が、10月25日（月）有馬ロイヤルゴルフクラブロイヤルコースにて開催される最終予選会に進出できる。

※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。(受付で検温を実施します)

※男性：青マーク　　　女性：赤マーク

※事前欠席する場合は大会事務局 (0120-114-646：平日10：00～18：00)もしくは開催クラブへご連絡ください。

なお、土日・祝日、及び当日欠席場合は、東急グランドオークゴルフクラブ (0795-47-0900) にご連絡下さい。

会場：東急グランドオークゴルフクラブ 第１５回のじぎくオープンゴルフ選手権大会
2021年8月2日(月)　予備日：2021年8月23日(月) ２次予選会

OUT IN

9 9:00

2 8:08 10 9:08 2 8:08 10 9:08

1 8:00 9 9:00 1 8:00

11 9:15

4 8:23 12 9:23 4 8:23 12 9:23

3 8:15 11 9:15 3 8:15

13 9:30

6 8:38 14 9:38 6 8:38 14 9:38

5 8:30 13 9:30 5 8:30

参加人数　１１９名

競技委員長　山本　晃市

15 9:45

8 8:53 8 8:53

7 8:45 15 9:45 7 8:45


