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ナカガワ　シュウジ

中川　修司 兵庫県ゴルフ連盟 8.7
トモマサ　カツヒコ

友政　勝彦 兵庫県ゴルフ連盟 5.6
サカイ　ノブナル

酒井　信成 楽天GORA 9.4
ヨシダ　ダイスケ

吉田　大輔 楽天ＧＯＲＡ 8.5

ヤマネ　セイジ

山根　整二
グランドオークプレイヤーズコース 14.9

イタムラ　ヨシオ

板村　善夫 垂水ゴルフ倶楽部 12.8
ウエダ　トオル

上田　徹 ダンロップゴルフコース 10.4
カナヤ　タカヒロ

金谷　隆広 淡路カントリー倶楽部 13.6

ナカムラ　ヨウイチ

中村　陽一 東条の森カントリークラブ 15.8
フルカワ　ヒサオ

古川　久男 楽天GORA 14.6
マエダ　リュウイチ

前田　隆一 三日月カントリークラブ 12.0
ヒラオカ　フミヒコ

平岡　文彦 日本ゴルフ協会 14.4

サカグチ　ケンジ

坂口　賢二 ロータリーゴルフ倶楽部 17.9
マエダ　ケンイチロウ

前田　憲一郎 東条の森カントリークラブ 18.0
オギノ　ケンイチ

荻野　健一 兵庫県ゴルフ連盟 17.8
シゲイシ　ハツヨ

重石　初代 大宝塚ゴルフクラブ 12.4

マナベ　ケイキ

真鍋　圭毅 妙見富士カントリークラブ 8.5
ヒロセ　マサユキ

弘瀬　政幸 城山ゴルフ俱楽部 5.4
ヤマウチ　キヨシ

山内　聖 新宝塚カントリークラブ 9.7
キタムラ　タカヒサ

北村　崇久
青野運動公苑アオノゴルフコース 9.1

フジイ　タカシ

藤井　孝 兵庫県ゴルフ連盟 12.2
ハラ　トモヨシ

原　知良 楽天GORA 9.3
トミタ　マサヒロ

富田　雅裕 チェリーヒルズゴルフクラブ 12.5
ヤマダ　ヒデカズ

山田　秀和 よみうりゴルフ・ウエストコース 11.0

イヅノ　マサヒコ

伊津野　　雅彦 サンロイヤルゴルフクラブ 12.9
オオサキ　マサチカ

大崎　　匡哉 日本ゴルフ協会 12.0
ウラ　ソウゾウ

宇良　宗三 日本ゴルフ協会 14.0
ツガ　ジロウ

津賀　治郎 日本ゴルフ協会 16.9

ワタナべ　オサム

渡邉　修 楽天ＧＯＲＡ 14.9
キシハラ　マサヨ

岸原　雅代 姫路シーサイドゴルフコース 17.9
フジモト　アツヤ

藤本　篤也 楽天GORA 18.0
ハタノ　ヨウコ

波多野　洋子 日本ゴルフ協会 14.2

ホリグチ　ジュンイチ

堀口　順一 楽天GORA 7.6
コウノ　セイイチ

河野　誠一 姫路シーサイドゴルフコース 10.2
キタ　タカオ

喜多　孝夫 山の原ゴルフクラブ 12.6
ミホハラ　トシカズ

神保原　敏和 白鷺ゴルフクラブ 10.0

タケウチ　アキヒロ

武内　昭大 楽天GORA 13.0
シオカワ　タカヒロ

塩川　貴裕 姫路シーサイドゴルフコース 16.1
カタヤマ　マサル

片山　勝 兵庫県ｺﾞﾙﾌ連盟 14.0
タカイ　マサカズ

高井　理収 兵庫県ゴルフ連盟 13.9

オオシマ　ヒデユキ

大島　英幸 兵庫県ゴルフ連盟 15.2
ホリ　ハルミ

堀　明美 播磨カントリークラブ 18.0
キタ　マサミ

喜多　雅美 山の原ゴルフクラブ 10.4
ヤマモト　イサム

山本　勇 兵庫県ゴルフ連盟 15.8

タツミ　マサアキ

巽　正昭 有馬カンツリー倶楽部 15.0
タキイ　チエコ

瀧井　千恵子 楽天GORA 18.0
ウエダ　エリカ

上田　　えりか 東条の森カントリークラブ 10.7
ツヅキ　シンコ

都筑　真子 富士小野ゴルフクラブ 9.0

ササキ　ケイジ

佐々木　圭司 赤穂国際カントリークラブ 8.6
イノウエ　カツユキ

井上　勝行 日本ゴルフ協会 5.9
コウヅキ　ヒロアキ

上月　博明 兵庫県ゴルフ連盟 12.2
ミヤモリ　タダノリ

宮森　忠則 富士小野ゴルフクラブ 9.0

ナカイ　トシオ

中井　敏雄 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 11.1
モリ　マサミ

森　政美 佐用スターリゾートGC 7.9
オカダ　コウスケ

岡田　康佑 日本ゴルフ協会 18.0
マツモト　フミアキ

松本　二三章 兵庫県ゴルフ連盟 10.1

オダ　マサミ

小田　昌巳 GDO 15.0
ヒラタ　トシアキ

平田　敏昭 JOYXゴルフ俱楽部上月コース 13.8
クラタ　ヨシミ

倉田　良美 れいせんゴルフ倶楽部 8.2
オオニシ　ヒロユキ

大西　博行 西神戸ゴルフ場 15.4

ホソダ　マキ

細田　真紀 大岡ゴルフ倶楽部 12.4
ミズグチ　キヨシ

水口　清 JOYXゴルフ倶楽部上月コース 18.0
フジナガ　キヨ

藤永　記代 ナパラゴルフグラブ 9.5
キタノ　ヒロコ

北野　弘子 楽天GORA 13.1

ヤスヒラ　ヤスヒロ

安平　康宏 兵庫県ゴルフ連盟 6.1
イトウ　セイミツ

伊藤　生光 朽木ゴルフ倶楽部 6.1
ツユキ　クニヒコ

露木　邦彦 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 9.4
シマダ　ヤスヒロ

嶋田　泰宏 楽天GORA 10.4

イイダ　モトヒロ

飯田　基博 青山ゴルフクラブ 10.0
ヒラヤマ　キヨツグ

平山　喜代次 わかさカントリー倶楽部 8.8
ナカムラ　ノリヒコ

中村　紀彦
三田レークサイドカントリークラブ 14.4

タニ　マサヒロ

谷　雅裕 小野ゴルフ倶楽部 10.4

ハラ　ヒデヤ

原　英也 楽天GORA 15.1
タルイ　アキヒコ

樽井　昭彦 チェリーヒルズゴルフクラブ 10.5
オカベ　カズナリ

岡部　一成 青山ゴルフクラブ 17.8
タカタ　ヒサユキ

高田　尚幸 楽天GORA 15.3

ゴトウ　ヒデユキ

後藤　英之 妙見富士カントリークラブ 18.0
イデ　シンイチ

井手　慎一 楽天GORA 17.2
クボタ　ミヤ

窪田　美也 青山ゴルフクラブ 17.4
ムカイダ　ヨシタカ

向田　吉孝 楽天GORA 14.9

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 IndexAクラス0.0～9.9、Bクラス10.0～18.0

※プラスハンデキャップの選手は、全員0.0でご参加いただきます。18.1以上の選手は18.0にて競技にご参加いただきます。

※男性：白マーク　女性：赤マーク

※クラブハウスオープン時間は　6：45　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、フォレスト三木ゴルフ倶楽部(0794-82-8422) 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：フォレスト三木ゴルフ倶楽部 第17回のじぎくオープンゴルフ選手権大会
2023年2月10日(金)　予備日：2023年2月15日(水) 1次予選会
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参加人数　80名

競技委員長　稲葉　典生
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