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イトウ　テツヒコ

伊藤　哲彦 島津ゴルフ倶楽部 5.9
コサカ　ケント

小坂　健斗 楽天GORA 8.7
コバヤシ　トモフミ

小林　知史 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 8.4
ヤギ　キヨヒデ

八木　清秀 青山ゴルフクラブ 6.4

カワムラ　シゲキ

河村　恵樹 ダンロップゴルフコース 7.9
フカミズ　ケンイチ

深水　賢一 グランドオークプレイヤーズコース 14.5
キシモト　フジオ

岸本　藤夫 グランドオークプレイヤーズコース 13.4
ソノ　コウイチロウ

園　耕一郎 武庫ノ台ゴルフコース 9.4

ツジ　カズヒコ

辻　和彦 楽天GORA 11.5
ヤマモト　チハル

山本　千春 ジャパンビレッジゴルフクラブ 12.4
オガワ　ヒロユキ

小川　弘幸 日本ゴルフ協会 15.1
コイデ　シロウ

小出　史郎 北六甲カントリー俱楽部 14.2

ヤマサキ　ツトム

山崎　勉 よみうりゴルフ・ウエストコース 14.2
ヤマモト　ケイコ

山本　桂子 楽天GORA 17.0
ミホバラ　ヨシハル

神保原　好晴 兵庫県ゴルフ連盟 18.0
ナカオ　タカヨシ

中尾　孝良 兵庫県ゴルフ連盟 18.0

フクオカ　ヤスシ

福岡　靖 楽天GORA 6.2
フクヤマ　エイジ

福山　英次 三田ゴルフクラブ 6.8
アカザワ　ヒデキ

赤澤　秀樹 青山ゴルフクラブ 7.3
ナカツカ　カツヒロ

中塚　克弘 日本ゴルフ協会 5.9

ナワイ　ノブヒロ

縄井　信宏 楽天GORA 11.9
ウエナカ　ケイシ

上中　啓史 東条の森カントリークラブ宇城コース 16.0
マツヤマ　サダヒコ

松山　貞彦 三田レークサイドカントリークラブ 10.0
ハマサキ　マスミ

濵嵜　真澄 山の原ゴルフクラブ 9.3

イシダ　ヤスジ

石田　康治 グランドオークプレイヤーズ 15.1
ミヤザキ　ヤスヒト

宮﨑　康人 グランドオークプレイヤーズコース 16.5
ウエノ　カズノブ

上野　和信 鳳鳴カントリークラブ 14.4
ナエムラ　ヒロシ

苗村　弘 兵庫県ゴルフ連盟 11.5

タカダ　トモコ

髙田　智子 北神戸ゴルフ場 18.0
フクヤマ　ヨウコ

福山　洋子 三田ゴルフクラブ 11.2
モリモト　シズ

森本　静 東条の森カントリークラブ 18.0
オオヤマ　セイゴ

大山　精吾 よみうりウエスト  ゴルフコース 17.0

シミズ　ヒロミツ

清水　裕光 グランドオークプレイヤーズコース 6.2
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 8.8
フジモト　ヨシハル

藤本　祥治 兵庫県ゴルフ連盟 7.3
オカモト　ヤスノブ

岡本　康伸 楽天GORA 5.5

クニヒロ　カズヤ

国広　和弥 グランドオークプレイヤーズコース 11.3
シノギ　サトシ

篠木　聡 チェリーヒルズゴルフクラブ 11.0
ヤノ　ヨシユキ

矢野　仁将 日本ゴルフ協会 9.6
オカモト　ノリツグ

岡本　則次 千草カントリークラブ 10.5

ヒラタ　テツヤ

平田　哲也 千刈カンツリー倶楽部 16.7
フジタ　カズヒト

藤田　和人 関西ゴルフ連盟 11.7
タケウチ　カズヒロ

竹内　一弘 北神戸ゴルフ場 14.3
ナカムラ　ユキヒロ

中村　行浩 楽天GORA 12.0

タニヤマ　チエ

谷山　智永 日本ゴルフ協会 14.3
セトヤマ　アキコ

瀬戸山　亜貴子 チェリーヒルズゴルフクラブ 9.2
キシモト　ヒロコ

岸本　泰子 楽天GORA 18.0
ハマグチ　タツジ

浜口　竜司 ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 16.2

オオツカ　ナオヤ

大塚　直哉 ダンロップゴルフコース 4.6
サクライ　ヤスアキ

桜井　保明 楽天GORA 9.5
フジナガ　ショウタロウ

藤永　昭太郎 妙見富士カントリークラブ 7.2
フジタ　ツヨシ

藤田　剛士 太平洋クラブ六甲コース 2.6

アカギ　ヨシキ

赤木　良樹 楽天GORA 9.9
ウエヤマ　ショウタロウ

上山　彰太郎 クランドオークGCプレーヤーズコース 13.1
テラウチ　リョウ

寺内　亮 楽天GORA 7.5
モリタ　ナルヒコ

森田　成彦 兵庫県ゴルフ連盟 9.2

カワイ　サダヒロ

河合　貞宏 兵庫県ゴルフ連盟 18.0
ユカワ　カズヒコ

湯川　和彦 ダンロップゴルフコース 15.0
モリナガ　タダアキ

森永　忠彰 三木ゴルフ倶楽部 11.8
ヤマモト　ヒロシ

山本　博司 楽天GORA 12.6

ヤマネ　タカシ

山根　隆 サンロイヤルゴルフクラブ 18.0
ユカワ　ケイコ

湯川　慶子 ダンロップゴルフコース 11.0
オガワ　ケイイチ

小川　圭一 兵庫県連盟 18.0
ナカムラ　イサコ

中村　イサ子 楽天GORA 16.4

エイト　ユウイチ

永戸　雄一 白鷺ゴルフクラブ 9.2
アカイ　テツロウ

赤井　哲朗 楽天GORA 8.6
イシカワ　ヤスヒコ

石川　靖彦 播磨CC 6.4
オナカ　カズトシ

尾中　和俊 太平洋クラブ 2.9

ナカガワ　ツヨシ

中川　剛志 ダンロップゴルフコース 12.6
キムラ　ケンイチロウ

木村　憲一郎 白鷺GC 12.0
ワタナベ　フミタカ

渡辺　文隆 GDO 9.5
ウエミ　タケシ

上三　剛史 楽天GORA 7.9

ヤギ　タクマ

八木　拓麻 姫路シーサイドゴルフコース 16.0
イシモト　タカシ

石本　孝 播磨カントリークラブ 14.4
カワサキ　ヤスヒト

川崎　靖仁 瑞陵ゴルフ倶楽部 11.6
ナガイシ　マナブ

長石　学 東条の森カントリークラブ 9.4

オカ　ヒロコ

岡　広子 ダンロップゴルフコース 9.8
コニシ　リョウスケ

小西　良扶 日本ゴルフ協会 18.0
サトウ　タカヒロ

佐藤　孝尋 ダンロップゴルフコース 18.0
イシモト　ヒロシ

石本　浩 兵庫県ゴルフ連盟 14.5

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。

※Hdcp Index証明証（ハガキ・プリントアウト・アプリ画面）の最新をスタートホールにてご提示ください。

※Hdcpのクラス分け範囲が2023年より変更になります。Hdcp Index部門Aクラス0.0～9.9、Bクラス10.0～18.0

※プラスハンディキャップの選手は、全員0.0で参加いただきます。Hdcp Index18.1以上の選手は18.0にて競技にご参加いただきます。

※男性：青マーク　女性：コンペティションマーク

※クラブハウスオープン時間は　6：15　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。

※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、及び当日欠席の場合は、ダンロップゴルフコース(078-982-1221) 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。

※1次予選通過者は、4月7日(金)関西ゴルフ倶楽部にて開催の2次予選会に進出できる。

会場：ダンロップゴルフコース 第17回のじぎくオープンゴルフ選手権大会
2023年2月8日(水)　予備日：2023年3月8日(水) 1次予選会

OUT→IN

16 10:07

2 8:07 7 8:45 12 9:30 17 10:15

1 8:00 6 8:37 11 9:22

18 10:22

4 8:22 9 9:07 14 9:45 19 10:30

3 8:15 8 9:00 13 9:37

20 10:37

参加人数　80名

競技委員長　平川　義和

5 8:30 10 9:15 15 10:00


