
シニア選手（満５５歳以上） ジュニア選手

ティーチングプロ・研修生 プロ ティーチングプロ・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№

オモテ　マサヒロ ヒラタ　ノブアキ クロダ　タカマサ カワタ　ヒロユキ 　 キシモト　カズタカ ヨシオカ　タダシ ソトマ　ユウタロウ モリ　ユウキ

表　正浩 平田　信晃 黒田　隆将 川田　悠之 岸本　一高 吉岡　直 外間　雄太郎 森　祐紀
カワカミ　タツオ キガワ　エツノリ フジモト　コウイチ ダイジョウ　ヨシアキ シブヤ　ノリアキ ナカハマ　ケンタ ナガオ　カズキ コバヤシ　ヨシノリ

川上　龍生 木川　悦範 藤本　弘一 大條　仁彰 澁谷　規明 中濱　健汰 長尾　一樹 小林　佳則
カタオカ　カズオ トヨタ　トシヒコ イシハラ　タツヤ キンナン　ヒロフミ ミヤモト　マサキ フジモト　ヨシハル シミズ　トシマサ ハットリ　タケシ

片岡　和雄 豊田　敏彦 石原　達也 金南　博文 宮本　雅規 藤本　祥治 清水　俊昌 服部　猛
アサダ　ツヨシ コバヤシ　ヒロキ ヤマサキ　ヒロフミ ツツミ　タカシ ウエノ　タイゾウ カラシマ　カズヒデ コバヤシ　ハジメ タナカ　ユウキ

朝田　剛司 小林　宏樹 山崎　博文 堤　隆志 上野　泰造 辛嶋　和英 小林　元 田中　佑宜
ツカマエ　ヨシヒロ ハセガワ　チヒロ サイトウ　セイヤ オオヤマ　ユウゾウ タムラ　ショウジロウ ハヤシ　ユウイチ イシカワ　シン アオヤマ　ゴウ

塚前　義廣 長谷川　千尋 斉藤　誠也 大山　雄三 田村　正二郎 林　祐一 石川　伸 青山　剛
ヤマダ　タカヒロ フジワラ　ツヨシ オオヤマ　ナオヤ ウエムラ　マサシ ムラカミ　キョウヘイ ツネフジ　ヨシフミ タカセ　タカヒロ スギヤマ　サチオ

山田　高弘 藤原　毅 大山　直也 上村　将司 村上　享平 恒藤　佳史 髙瀬　貴啓 杉山　佐智雄
ヤスイ　ユタカ モリ　カズヒト マツシタ　シゲル シバタ　タダノリ タカタ　ヒロユキ マキタ　カツヤ ツネミ　ワタル マエカワ　タイジ

安井　豊 森　和人 松下　茂 柴田　忠則 高田　大由 牧田　克哉 常深　亘 前川　太治
タカトク　ミツアキ タカミ　フジキ マツモト　シンイチ ハヤシ　シュウヘイ マツスエ　ヨシユキ マルヤマ　コウジ カワイ　トシヒデ ドウモト　シンタロウ

高徳　光明 高見　藤喜 松本　伸一 林　周平 松末　賀行 丸山　浩司 川居　利英 堂本　新太朗

ハシヅメ　ムツアキ コウダ　ヨシカイ トモマサ　カツヒコ マツムラ　ケイタ モリ　シゲタカ タケオ　ヨシカズ フジシロ　ショウジロウ オグロ　タカシ

橋爪　睦明 香田　吉会 友政　勝彦 松村　景太 森　重敬 竹尾　吉主 藤城　正治郎 小黒　貴志
シマダ　ノボル ナガトモ　レナ カトウ　セイジ テラダ　ヒサシ マツヤマ　マサヒロ マツバラ　ヤスユキ ナカイ　トオル カワグチ　マサハル

嶋田　登 長友　玲奈 加藤　誠司 寺田　寿 松山　正浩 松原　泰之 中井　徹 川口　雅晴
キシ　アキヒデ フジタ　シン ナガトモ　リンタロウ ツジ　ケイイチ ハセガワ　マナブ タカギ　ヒトシ マニワ　カズキ シライシ　ヤマト

貴志　彰英 藤田　伸 長友　凜太郎 辻　惠允 長谷川　学 髙木　仁司 間庭　一樹 白石　大和
ツジモト　ケイタロウ バコシ　ヤスノリ イマムラ　ケンジ テラニシ　アキラ アダチ　サンシロウ タダウチ　マサル シラキ　ケンイチ ナカガワ　カツヤ

辻本　圭太郎 馬越　康憲 今村　健二 寺西　明 阿立　三四郎 多々内　勝 白木　健一 中川　勝弥
ニシヤマ　タダヨシ オオヒガシ　シゲノリ ワタナベ　ヨシヤス タムラ　ミツマサ モリ　ヨウイチ オギノ　タカノリ アサダ　シノブ イノウエ　ケイタ

西山　忠良 大東　重則 渡辺　善康 田村　光正 森　洋一 荻野　隆徳 朝田　忍 井上　敬太
シブヤ　トモキ ヨシナガ　マサル シラヒゲ　シンイチ タカサキ　タツオ ナガイシ　アキヒコ ハラ　ミチヒロ タカイ　ヒデアキ ヤマダ　ジュン

澁谷　知樹 吉長　優 白髭　慎一 高崎　龍雄 長石　昭彦 原　法弘 髙井　英昭 山田　潤
トミナガ　キュウドウ ゴシマ　ユキオ ホンダ　ヒロキ エシマ　タイシ シマダ　ヒデオ ニシムラ　タダハル ヤスダ　ケンジ クラシキ　ユウマ

富永　球道 五島　幸夫 本田　大記 江嶋　太志 島田　英郎 西村　忠治 安田　賢史 倉敷　優磨
ヒラノ　マサシ ヤナギタ　ヒデキ カワイ　リョウタ ヤスモト　ナオヒロ タカハラ　タクヤ ムラモト　クニハル オオサコ　ミズキ 　

平野　匡史 柳田　秀樹 河合　亮汰 安本　尚弘 髙原　拓也 村本　邦治 大迫　瑞生 　リチャード・テイト　

ウエノ　リオン タニ　コウスケ タカハシ　トシキ ミナミ　ダイキ ヤマムラ　マサヒコ ミゾモト　ミクマ ナイトウ　マサシ コニシ　タカノリ

上野　麟欧 谷　航祐 高橋　敏生 南　大樹 山村　雅彦 溝元　三久馬 内藤　匡 小西　貴紀
タカイ　アキヒコ タニ　ゴウタ テヅカ　ショウノ ヒライシ　タケノリ ワタナベ　マサト カジハラ　マサヒコ フクイ　ヤスノリ マツイ　カズヒロ

高井　昭彦 谷　豪大 手束　将之 平石　武則 渡邊　将人 梶原　政彦 福井　保憲 松井　一浩
アイハラ　カズヒロ サカグチ　ツナトシ ウラベ　ハンフ イマイ　ヨウスケ マルヤマ　タケシ カツタ　カズヒロ フジヤマ　タイヨウ ユゲ　アツシ

合原　カズヒロ 阪口　綱俊 卜部　凡夫 今井　陽介 丸山　武志 勝田　和宏 藤山　大耀 弓削　淳詩
ナカガワ　コウジ ヤマダ　リュウノスケ トミナガ　アキト ナカタ　カヅオ オカモト　カズマ ナカガワ　タツシ オガワ　ショウ ニシノ　タクヒト

中川　幸次 山田　龍之介 富永　暁登 仲田　一雄 岡本　一真 中河　達史 小川　翔 西野　琢仁
オオニシ　コウメイ コバヤシ　シンゴ ハシモト　ヨウスケ マツモト　セイタ シンドウ　タイガ テラニシ　トシヒト エンドウ　ケンタ カモン　ダイスケ

大西　晃盟 小林　信吾 橋本　容典 松本　成太 進藤　太雅 寺西　俊人 遠藤　健太 加門　大典
ハラダ　コウスケ サカモト　テツ マツモト　マサキ カワイ　ショウジ ナカツカ　サトシ ヤマオカ　カネヒト カンデ　ジロウ ハシモト　リュウイ

原田　幸輔 坂本　徹 松本　正樹 河合　庄司 中塚　了資 山岡　兼人 神出　慈郎 橋本　龍位
ナカミチ　カズタカ マルヤマ　ダイスケ モリシタ　レン ハラダ　ダイスケ オクマツ　リョウタ イシダ　ノリカズ カワ　タカノリ コテラ　タケヒロ

中道　和孝 丸山　大輔 森下　蓮 原田　大介 奥松　良太 石田　徳和 河　尊永 小寺　健大
オキ　タケヒロ クロダ　アキトシ サカイ　ヒデタカ シンドウ　ヒロヨシ タナカ　ヨウスケ ウヤマ　カズキ ワカハラ　リョウタ ワタナベ　ミツヒロ

沖　雄大 黒田　明利 酒井　秀崇 進藤　弘義 田中　陽介 宇山　航生 若原　亮太 渡部　光洋

宝塚ＧＣ 223

24 10時20分 フリー 124 24 10時20分 やしろ東条ＧＣ 224

23 10時12分
スタートアップ
スポーツ協会 123 23 10時12分

ライオンズＣＣ 221

22 10時04分 フリー 122 22 10時04分 フリー 222

21 9時56分 ゴルフシティ 121 21 9時56分

三木よかわＣＣ 219

20 9時48分 ロータリーＧＣ 120 20 9時48分 フリー 220

19 9時40分 Ｒ．Ｅ　ＷＯＲＫＳ 119 19 9時40分

ジャパンビレッジＧＣ 217

18 9時32分 北六甲ＣＣ 118 18 9時32分 フリー 218

（株）チュウブ 216

≪　調　整　時　間　≫ ≪　調　整　時　間　≫

17 9時24分 大阪ＧＣ 117 17 9時24分

16 9時08分 フリー 116 16 9時08分

柏原ゴルフ練習場 214

15 9時00分 山東ＣＣ 115 15 9時00分 青山ゴルフ練習場 215

14 8時52分 フリー 114 14 8時52分

ＡＢＣ ＧＣ 212

13 8時44分 サカグチトレーディング 113 13 8時44分 ザ・サイプレスＧＣ 213

12 8時36分 安原ＨＤ 112 12 8時36分

フリー 210

11 8時28分
多田ハイグリーン

ゴルフ 111 11 8時28分 ＥＬＥＣＯＭ 211

10 8時20分 青山台ＧＣ 110 10 8時20分

≪　調　整　時　間　≫ ≪　調　整　時　間　≫

9 8時12分 淡路Ｃ．Ｃ 109 9 8時12分 フリー 209

５４golfproduction 207

8 7時56分 ＮＳＰ 108 8 7時56分 鍼灸院ゆにぶ 208

7 7時48分 マックスポーツ武庫川 107 7 7時48分

雅彦化成 205

6 7時40分 （株）ヤマト 106 6 7時40分 フリー 206

5 7時32分 （株）ＴＰＧＣ 105 5 7時32分

オリムピックＧＣ 203

4 7時24分 フリー 104 4 7時24分 フリー 204

3 7時16分
ゴルフスタジオ
ポリスタイル 103 3 7時16分

小野ＧＣ 201

2 7時08分 フリー 102 2 7時08分 （株）城内製作所 202

第５回兵庫県知事杯 アオノオープンゴルフ２０２１　６月７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

ＯＵＴスタート【黒№のカートです】 ＩＮスタート【赤№のカートです】 ６月２日現在

1 7時00分 フリー 101 1 7時00分


