
シニア選手（満５５歳以上） ジュニア選手

研修生 プロ 研修生 プロ

　 時　間 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 （所　属） カート№ 　 時　間 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 （所　属） カート№

イウチ　ジロウ モリヤマ　リク ヒラタ　ノブアキ ダイジョウ　ヨシアキ 　 タダウチ　マサル タケナカ　ヨシヒロ シミズ　トシマサ ヤマダ　ジュン

伊内　二郎 森山　凌匡 平田　信晃 大條　仁彰 多々内　勝 竹中　吉廣 清水　俊昌 山田　潤
タカオカ　ヒロシ キシモト　カズタカ カワイ　トシヒデ アカザワ　マサヒコ ミヤワキ　カズヒト ミツイ　タカユキ タマオカ　コウキ ミヨシ　マサアキ

高岡　弘 岸本　一高 川居　利英 赤澤　全彦 宮脇　和仁 三井　貴之 玉岡　孝基 三好　将亮
コンドウ　トモユキ カタヤマ　ヨシアキ トシロ　テルヨシ オザキ　コウイチ セガワ　タダヒロ ツツイ　サトシ ヒロセ　マサユキ ワタナベ　ミツヒロ

近藤　朝行 片山　慶昭 十代　曜栄 尾﨑　功一 瀨川　忠弘 筒井　諭 廣瀬　正幸 渡部　光洋
ノシ　コウイチ シガ　ヤスノリ ウツノミヤ　ハヤタ ヤスモト　ナオヒロ シオツ　シンヤ ミカタ　コウサク フジワラ　ツヨシ タカサキ　タツオ

熨斗　康一 志賀　靖憲 宇都宮　鋭多 安本　尚弘 塩津　晋也 見方　功作 藤原　毅 高崎　龍雄
カワモト　ユウジ ナカニシ　ヒデタカ オダ　アツミ マツカワ　アキノリ ヤマサキ　ノブユキ タナカ　トシヤ ヤマオカ　カネヒト フジモト　タダヒロ

河本　裕治 中西　秀閣 小田　敦巳 松川　明敬 山崎　信幸 田中　敏哉 山岡　兼人 藤本　忠宏
ハセガワ　マナブ タカセ　カズヒロ マエカワ　ミズキ カワタ　ヒロユキ ニシカワ　タクミ モリ　ヨウイチ ナカガワ　コウジ カモン　ダイスケ

長谷川　学 髙瀬　和弘 前川　瑞輝 川田　悠之 西川　拓巳 森　洋一 中川　幸次 加門　大典
オオツカ　ノブチカ マルヤマ　ダイスケ オギノ　タカノリ イマイ　ヨウスケ モリ　カズヒト ニシ　ヤスアキ タカセ　ナオト カミヤ　コウイチ

大塚　修史 丸山　大輔 荻野　隆徳 今井　陽介 森　和人 西　靖晃 高瀬　直人 神谷　浩一
イチダ　シゲキ イノウエ　カオル ムラカミ　キョウヘイ キンナン　ヒロフミ タケバ　コウキ イシモト　タカシ ヤナギタ　ヒデキ ウサミ　ヒデキ

市田　繁樹 井上　薫 村上　享平 金南　博文 竹葉　光希 石本　孝 柳田　秀樹 宇佐美　秀樹

オオジ　タカトシ タムラ　ショウジロウ ゴシマ　ユキオ トウドウ　テツマサ シブヤ　ヒロユキ ヤハタ　タロウ モリ　タダシ ミカヅキ　ヨシユキ

大路　隆俊 田村　正二郎 五島　幸夫 藤堂　哲正 渋谷　祐之 八幡　太朗 森　忠司 三日月　良之
サカモト　テツ ヤマサキ　コウジ オカノ　アキオ コバヤシ　コウジ マツサコ　タクヤ ヒライ　ヒロユキ シブヤ　トモキ オオバ　タカヒロ

坂本　徹 山﨑　幸二 岡野　明生 小林　浩二 松迫　卓也 平井　宏幸 澁谷　知樹 大場　崇浩
イザワ　ヒデオ モリ　シゲタカ シマダ　ノボル マツムラ　ケイタ オオヒガシ　シゲノリ イシハラ　タツヤ フジモト　アツシ ヒラサワ　エイイチ

井澤　英男 森　重敬 嶋田　登 松村　景太 大東　重則 石原　達也 藤本　篤旨 平沢　栄一
ハシモト　ヨシオ キタ　ハルヒコ アサダ　ツヨシ ツジ　ノリユキ カトウ　セイジ フクナガ　ケンジ フジタ　カズキ ウエムラ　マサシ

橋本　嘉郎 喜多　晴彦 朝田　剛司 辻　哲之 加藤　誠司 福永　健治 藤田　和輝 上村　将司
シラキ　ケンイチ コヤブ　セイト マエダ　ヒロシ コバヤシ　ヨシノリ ヤスヨシ　コウイチロウ クロダ　タカマサ キヨカワ　ヒロキ ヒダカ　ヒロキ

白木　健一 小薮　誠人 前田　寛 小林　佳則 安吉　晃一郎 黒田　隆将 清川　浩樹 日高　裕貴
モチヅキ　セイヒロ ウエノ　ユウジン フジオカ　タダシ ミナミ　ダイキ コウフク　ナルヒト オグラ　コウシ コウダ　ヨシカイ トミタ　マサユキ

望月　聖弘 上野　愉仁 藤岡　正 南　大樹 幸福　成人 小倉　康史 香田　吉会 冨田　正行
オイヤマ　ケンヤ ナカタニ　カズアキ ホンダ　ヒロキ ナカタ　カヅオ オクダ　ユウジ アライ　カツノリ フジモリ　ヒサアキ トモツグ　ヨシハル

生山　堅哉 中谷　一昭 本田　大記 仲田　一雄 奥田　祐司 新井　勝則 藤森　久明 友次　啓晴
アサダ　シノブ モリ　マサノリ オクダ　ケンジ 　 ホッコク　ジョウジ カジタニ　ミツヒロ オオサコ　ミズキ オグロ　タカシ

朝田　忍 森　正典 奥田　健司 　リチャード・テイト　 北國　譲斗志 梶谷　光弘 大迫　瑞生 小黒　貴志

オキ　カズト ヨシナガ　マサル カゲヤマ　タクマ スガノ　ヒロタケ ツジタ　セイヤ アイハラ　カズヒロ モチナガ　タカシ ドウモト　シンタロウ

沖　和人 吉長　優 影山　拓真 菅野　裕健 辻田　晴也 合原　カズヒロ 持永　崇史 堂本　新太朗
タカハラ　タクヤ クニナガ　タカシ ミフネ　ユウキ トナキ　ショウ イシカ　リュウジロウ イシバシ　ミワ イケミ　カズキ スシイ　ノブカズ

髙原　拓也 國永　隆志 三船　優樹 渡名喜　翔 石過　龍次郎 石橋　三和 池見　和輝 鮓井　伸和
ハラダ　コウスケ ウエダ　マサナリ ヨシナカ　キョウゴ ニシノ　タクヒト オオハシ　ヒロキ マニワ　カズキ フナツ　リョウスケ エシマ　タイシ

原田　幸輔 植田　真成 芳仲　清吾 西野　琢仁 大橋　裕樹 間庭　一樹 船津　良介 江嶋　太志
イシイ　シゲノリ ミカミ　ヨウジロウ ヤマナカ　シンジ ヤマウチ　トシアキ キッタカ　トシアキ タカハラ　タツキ トヨヤマ　リョウ マツモト　セイタ

石井　茂則 三上　陽二郎 山中　慎志 山内　寿晃 橘高　寿明 高原　樹生 豊山　良 松本　成太
アダチ　サンシロウ カジハラ　マサヒコ コバヤシ　ショウヘイ ヒガキ　シゲマサ ナカミチ　カズタカ オオノ　トヨカズ ヒデイシ　シンイチ マツイ　カズヒロ

阿立　三四郎 梶原　政彦 小林　昌平 桧垣　繁正 中道　和孝 大野　豊和 秀石　真一 松井　一浩
イシイ　ダイキ タカイ　アキヒコ ハシモト　ヨウスケ イノウエ　ケイタ コシオ　カズヨシ カネコ　タカトシ タケダ　シンノスケ カワハラ　ユウスケ

石井　大樹 高井　昭彦 橋本　容典 井上　敬太 小塩　和義 金子　敬俊 竹田　愼之介 川原　優介
キクチ　シンジ イノウエ　アキヒロ クラシキ　ユウマ ツツミ　タカシ セラダ　コウヘイ ハヤシ　アキラ サカモト　レツ スギシタ　ヨシフミ

菊地　新次 井上　晶博 倉敷　優磨 堤　隆志 世良田　紘平 林　明 阪本　烈 杉下　圭史
セミカワ　タイガ イシダ　ノリカズ カワイ　リョウタ テラダ　ヒサシ シモヤマ　マコト ウエノ　リオン ナカニシ　マサキ キシマ　タカト

蝉川　泰果 石田　徳和 河合　亮汰 寺田　寿 下山　誠 上野　麟欧 中西　雅樹 木嶋　崇人

第２回兵庫県知事杯 アオノオープンゴルフ２０１８　６月４日（月）　決勝大会　　　注）欠席者が出た場合は補欠の人で充足する

６月１日現在

1 7時00分 フリー 101 1 7時00分 フリー 201

2 7時08分
（株）ネクストステージ

プロデュース 102 2 7時08分 セブンツーゴルフクラブ 202

3 7時16分 廣野ＧＣ 103 3 7時16分 やしろ東条ＧＣ 203

4 7時24分 フリー 104 4 7時24分 フリー 204

5 7時32分 フリー 105 5 7時32分 西脇ＣＣ 205

6 7時40分 フリー 106 6 7時40分 ライオンズＣＣ 206

7 7時48分
太平洋クラブ
六甲コース 107 7 7時48分 魚橋グループ 207

8 7時56分 神原鉄筋 108 8 7時56分 読売ゴルフ（株） 208

≪　調　整　時　間　≫ ≪　調　整　時　間　≫

9 8時12分 ゴルフアカデミー中島 109 9 8時12分 フリー 209

10 8時20分 能勢ＣＣ 110 10 8時20分 Ｓｉｄｅ　Ｗａｙ 210

11 8時28分 フリー 111 11 8時28分
アコーディア・ガーデン

甲子園浜 211

12 8時36分
太平洋クラブ
六甲コース 112 12 8時36分 ＡＶＡＮＣＥ 212

13 8時44分 城内製作所 113 13 8時44分 太子ＣＣ 213

14 8時52分 大阪ＧＣ 114 14 8時52分 高室池ＧＣ 214

15 9時00分 ロータリーＧＣ 115 15 9時00分 東広野ＧＣ 215

16 9時08分 宝塚高原ＧＣ 116 16 9時08分 フリー 216

≪　調　整　時　間　≫ ≪　調　整　時　間　≫

17 9時24分 フリー 117 17 9時24分 鋮灸院ゆにぶ 217

18 9時32分 宝塚ＧＣ 118 18 9時32分 フリー 218

19 9時40分 フリー 119 19 9時40分 山東ＣＣ 219

20 9時48分 愛宕原ＧＣ 120 20 9時48分
太田染工
ゴルフシティ 220

21 9時56分 フリー 121 21 9時56分 フリー 221

22 10時04分 ザ・サイプレスＧＣ 122 22 10時04分 コモライフ（株） 222

23 10時12分 大神戸ＧＣ 123 23 10時12分 ゴールデンバレーＧＣ 223

24 10時20分 青山台ＧＣ 124 24 10時20分 フリー 224

ＯＵＴスタート【黒№のカートです】 ＩＮスタート【赤№のカートです】


