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ヨシダ　ダイスケ

吉田　大輔 楽天ＧＯＲＡ 8.5
ヒロセ　マサユキ

弘瀬　政幸 姫路シーサイドゴルフコース 7.3
オカモト　ヤスノブ

岡本　康伸 楽天GORA 6.8
ノムラ　マサヒロ

野村　昌広 播磨カントリークラブ 8.8
ウエノ　カズノブ

上野　和信 鳳鳴カントリークラブ 14.4
モリモト　カズトシ

森本　一寿 サンロイヤルゴルフクラブ 11.3
ミチシタ　ヒロユキ

道下　洋幸 楽天GORA 10.3
イケミ　マサノリ

池見　正徳 GDO 11.9
イワハラ　リュウイチ

岩原　竜一 日本ゴルフ協会 13.7
ワタナべ　オサム

渡邉　修 楽天ＧＯＲＡ 14.4
オオモリ　タカマサ

大森　貴正 日本ゴルフ協会 12.3
フクヤ　タカシ

福屋　隆司 六甲カントリー倶楽部 16.6
ハラ　ヒデヤ

原　英也 楽天GORA 19.9
シゲイシ　ハツヨ

重石　初代 大宝塚ゴルフクラブ 13.0
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 16.5
ヨシタカ　ケイコ

吉高　圭子 日本ゴルフ協会 20.0
ナイトウ　ノブヒト

内藤　宣人 岡山空港ゴルフコース 9.0
フジモト　ヨシハル

藤本　祥治 兵庫県ゴルフ連盟 8.8
サトウ　リョウスケ

佐藤　亮介 HGU 7.1
セトヤマ　カズヒサ

瀬戸山　一寿 チェリーヒルズゴルフクラブ 10.7
タカタ　ヒサユキ

高田　尚幸 楽天gora 13.7
イワサキ　テツヨ

岩崎　哲世 楽天GORA 10.1
トヨダ　コウジ

豊田　康次 ダンロップゴルフコース 9.8
ウエモト　ヒロシ

植本　浩史 楽天GORA 14.2
サカグチ　コウヘイ

阪口　浩平 山の原ゴルフクラブ 12.9
ヤギ　ヤスユキ

八木　康行 グランドオークプレーヤーズCC 16.0
ノガミ　ヒロキ

野上　博樹 有馬カンツリー倶楽部 12.5
イケダ　マスハル

池田　益治 兵庫県ゴルフ連盟 18.0
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 15.8
ヤマモト　ユキノブ

山本　幸伸 16.6
キシオカ　セイジ

岸岡　聖二 楽天ＧＯＲＡ 18.8
タナベ　ケイコ

田辺　桂子 兵庫県ゴルフ連盟 12.6
ハヤシ　アキラ

林　明 楽天GORA 3.7
ニシ　ヤスアキ

西　靖晃 三木セブンハンドレッド倶楽部 5.3
ドウゾノ　タダヒデ

堂薗　忠英 グランドオークプレイヤーズコース 9.4
ノハナ　ヤジミ

野花　弥次三 日本ゴルフ協会 10.1
カイ　タカシ

甲斐　卓 高室池ゴルフ倶楽部 11.6
ナカガワ　ツヨシ

中川　剛志 ダンロップゴルフコース 12.5
ニシムラ　ヨシアキ

西村　義昭 グランドオークプレイヤーズ 12.6
トビタ　アキラ

飛田　彰 姫路シーサイドゴルフコース 13.4
コギタ　ヒロアキ

小北　弘明 兵庫県ゴルフ連盟 17.1
ハシモト　トヨカツ

橋本　豊捷 兵庫県ゴルフ連盟 20.0
ミヤタ　マサフミ

宮田　雅史 GDO 13.9
キミザキ　ワタル

君﨑　渉 兵庫県ゴルフ連盟 18.6
スガタニ　シュウジ

菅谷　修嗣 姫路相生カントリークラブ 20.0
ワタナベ　ミユキ

渡部　美由紀 兵庫県ゴルフ連盟 13.9
ヤマサキ　ツトム

山崎　勉 よみうりゴルフ・ウエストコース 13.6
ニシモリ　アツコ

西森　厚子 兵庫県ゴルフ連盟 18.5
オノ　モトヒデ

尾野　元英 神戸グランドヒルゴルフクラブ 9.5
イシカワ　ヤスヒコ

石川　靖彦 播磨CC 6.4
カミト　リュウジ

上戸　隆治 日本ゴルフ協会 7.4
ナエムラ　ヒロシ

苗村　弘 兵庫県ゴルフ連盟 9.9
フクモト　トモヒロ

福本　智博 兵庫県ゴルフ連盟 11.7
クロダ　マサシ

黒田　晶志 ABCゴルフ倶楽部 14.3
サワヤマ　ヒロカズ

澤山　博一 兵庫県ゴルフ連盟 9.9
ヨシモト　ユウジ

吉元　勇二 姫路シーサイドゴルフコース 10.2
タナカ　ショウジ

田中　昭治 GDO 16.5
カリヤ　ヨシト

仮屋　義人 楽天GORA 17.7
フルタ　コウジ

古田　浩二 楽天GORA 12.4
ゴトウ　ヒデユキ

後藤　英之 妙見富士カントリークラブ 16.2
イシバシ　ミワ

石橋　三和 JOYXゴルフ倶楽部上月コース 10.1
タキイ　チエコ

瀧井　千恵子 楽天GORA 19.3
ヤマサキ　ユウコ

山崎　祐子 JGA 19.7
シロヤマ　マサカズ

白山　雅一 楽天GORA 19.0
イシイ　シゲノリ

石井　茂則 白鷺ゴルフクラブ 4.4
シバヤマ　テツオ

柴山　哲男 京阪ゴルフ倶楽部 8.7
フクオカ　ヤスシ

福岡　靖 楽天GORA 6.3
イタハシ　テルオ

板橋　照雄 赤穂カンツリークラブ 10.1
アマカワ　タカシ

天川　隆 大神戸ゴルフ倶楽部 10.4
タニ　マサヒロ

谷　雅裕 小野ゴルフ倶楽部 11.6
イマムラ　ヤスヒト

今村　康人 関西ゴルフ倶楽部 12.7
シノハラ　ヨシハル

篠原　芳春 楽天GORA 12.4
アカギ　ヨシキ

赤木　良樹 楽天GORA 10.5
タネ　ノブヒロ

多禰　展大 楽天GORA 18.3
ウエムラ　ヨシヒデ

上村　佳秀 ストークヒルゴルフクラブ 13.1
ササクラ　カズユキ

篠倉　和之 妙見富士カントリークラブ 16.1
アリモト　トモヒロ

有本　友裕 姫路相生カントリークラブ 15.8
ミズシマ　ヨウコ

水島　陽子 チェリーヒルズゴルフクラブ 17.9
クラタ　ヨシミ

倉田　良美 れいせんゴルフ倶楽部 8.2
シバモト　タカアキ

芝本　貴亮 楽天GORA 17.5
フジタ　ツヨシ

藤田　剛士 太平洋クラブ六甲コース 2.4
アカイ　テツロウ

赤井　哲朗 楽天GORA 7.5
ヤナセ　ヒサシ

柳瀬　久 楽天GORA 9.1
ツダ　エイイチ

津田　栄一 8.2
ハシモト　マサヒコ

橋本　正彦 JGAプレミアム会員 10.6
スザワ　ヤススケ

須澤　保輔 ダンロップゴルフコース 10.2
ヤマシタ　ヨシカズ

山下　芳一 楽天GORA 15.6
ノムラ　シンスケ

野村　信介 滝野カントリー倶楽部迎賓館コース 12.0
ハルナ　サブロウ

春名　三郎 GDO・JGA倶楽部 16.5
マツモト　カツヒコ

松本　克彦 西神戸ゴルフ場 11.7
ムラタ　フミオ

村田　文男 兵庫県ゴルフ連盟 16.3
ヤマゾエ　シンジ

山副　伸二 楽天GORA 16.9
イチモリ　ケイコ

一森　介依子 青山ゴルフクラブ 8.0
イエフジ　セイジ

家藤　静二 楽天ゴルフ 20.0
ヒラシマ　ユウコ

平島　優子 日本ゴルフ協会 11.1
シミズ　コウイチ

清水　孝一 楽天GORA 17.5
タムラ　ショウジロウ

田村　正二郎 日本ゴルフ協会 6.0
ヤギ　キヨヒデ

八木　清秀 日本ゴルフ協会 6.4
イシヅカ　ヒロトシ

石塚　公俊 富士小野ゴルフクラブ 8.4
トミモト　マサノリ

富本　昌典 鳴門カントリークラブ 9.3
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 11.8
サイジョウ シンイチロウ

西條　伸一郎 サンロイヤルゴルフクラブ 12.5
カワカミ　ユウゾウ

川上　雄三 楽天ＧＯＲＡ 13.6
ヤマシタ　ケイゾウ

山下　圭三 播磨カントリークラブ 11.7
カノウ　ヒデト

加納　秀人 サンロイヤルゴルフクラブ 13.1
ババ　サトシ

馬場　聡 日本ゴルフ協会 16.6
オオカワ　オサム

大川　治 大宝塚ゴルフクラブ 16.8
シライシ　ヒロミ

白石　博美 楽天GORA 17.5
ミナミヤマ　カナコ

南山　可奈子 楽天GORA 17.8
ヤマモト　ナオコ

山本　直子 よみうりゴルフ・ウエストコース 16.8
ホリエ　ケンゾウ

堀江　賢三 HGU 20.0
イチヤマ　ミツヒロ

市山　光弘 楽天GORA 20.0
スズキ　コウジ

鈴木　講司 東条の森カントリークラブ 9.5
タカモリ　ケンジ

高森　顕治 白鷺ゴルフ 10.4
ハラ　トモヨシ

原　知良 楽天GORA 11.8
フジオカ　マナブ

藤岡　学 兵庫県ゴルフ連盟 13.6
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 13.3
フルカワ　ヒサオ

古川　久男 楽天GORA 15.2
ヤマモト　イサム

山本　勇 兵庫県ゴルフ連盟 16.5
ナカモト　マサヒロ

中本　昌宏 粟賀ゴルフ倶楽部 20.0

※欠席のある場合は、組合せを変更をすることがあります。 ※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）をハウス内の受付にてご提示ください。
※最大１２０名まで受け入れる。組合せ後の参加者は、欠席者による空き枠から組み合わせる。 ※Hdcp Indexは2次予選会時と比べて低い方を採用します。
※使用ティ　男性:青マーク　　　女性:赤マーク ※スロープレーティングを採用し、JGA/USGA Hdcp IndexをコースHdcpに変換し順位を決定致します。
※クラブハウスオープン時間は、７:００です。スタート時間の40分前にはクラブハウスにご到着下さい。 ※本競技の2次予選通過は、A・Bクラス別で参加人数に比例して人数を決定し、A・Bクラス合わせて参加者の３６名の者が
※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。 12月7日(水)・８日(木)に芦屋カンツリー倶楽部にて開催される本大会に進出できる。
なお、土日・祝日、及び当日欠席場合は、芦屋カンツリー倶楽部 (0797-31-0501) にご連絡下さい。

会場：芦屋カンツリー倶楽部 第16回のじぎくオープンゴルフ選手権大会

2022年10月17日(月)　予備日：2022年11月7日(月) 最終予選会【前半】
OUT IN ①

1 7:45 9 8:57 1 7:40 9 8:52

10 9:01

3 8:03 11 9:15 3 7:58 11 9:10

2 7:54 10 9:06 2 7:49

12 9:19

5 8:21 13 9:33 5 8:16 13 9:28

4 8:12 12 9:24 4 8:07

14 9:37

7 8:39 15 9:51 7 8:34 15 9:46

6 8:30 14 9:42 6 8:25

8 8:48 8 8:43
参加人数　120名

競技委員⾧　中村　徹


