
   
   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№

ミヤワキ　カズヒト コウヤマ　トモカズ ミゾモト　ミクマ マツムラ　ケイタ 　 ソトマ　ユウタロウ イマムラ　ケンジ フジワラ　マサヒロ ダイジョウ　ヨシアキ

宮脇　和仁 甲山　友和 溝元　三久馬 松村　景太 外間　雄太郎 今村　健二 藤原　正博 大條　仁彰

ヤマモト　リュウノスケ ウエバヤシ　ケンジ オオイシ　アキト コバヤシ　コウジ ヤスイ　ユタカ ウエノ　タイゾウ マエダ　ハヤト ナカタ　カヅオ

山本　竜之介 上林　健二 大石　昭人 小林　浩二 安井　豊 上野　泰造 前田　早登 仲田　一雄

ヒライ　ケンイチ タカギ　ヒトシ サワダ　コウサク マツイ　カズヒロ カワギシ　ケンイチ タカセ　ナオト イケダ　ナオヨシ ツツミ　タカシ

平井　健一 髙木　仁司 澤田　興作 松井　一浩 川岸　謙一 髙瀬　直人 池田　尚良 堤　隆志

シラヒゲ　シンイチ ワタナベ　シンヤ ナカシマ　ダイスケ マツカワ　アキノリ スギタ　ヒデキ ヨシダ　ユウト タカミ　フジキ タナカ　タイガ

白髭　慎一 渡邊　慎弥 中島　大介 松川　明敬 杉田　秀樹 吉田　侑翔 高見　藤喜 田中　泰芽

ナカイ　トオル シマダ　ヒデオ クロダ　タカマサ イノウエ　ケイタ フジワラ　ツヨシ イクノ　カツトシ キヨドメ　カズト トミモト　コウキ

中井　徹 島田　英郎 黒田　隆将 井上　敬太 藤原　毅 生野　勝敏 清留　和登 富本　虎希

ウラタ　ツヨシ ヤマダ　ヒロタカ タニ　コウスケ タカサキ　タツオ トモマサ　カツヒコ マツモト　マサト タカイ　コウスケ カミヤ　コウイチ

浦田　強 山田　滉王 谷　航祐 高崎　龍雄 友政　勝彦 松本　昌人 高井　公輔 神谷　浩一

タニ　ゴウタ ハラ　ミチヒロ ヤマモト　タカユキ ヨコタ　コウヘイ ニシムラ　フミヒデ シミズ　トシマサ タニダ　ヒデキ オザキ　コウイチ

谷　豪大 原　法弘 山本　高幸 横田　浩平 西村　文秀 清水　俊昌 谷田　英樹 尾﨑　功一

オクムラ　コウジ アカザワ　ヒデキ ムカイダニ　ゴウ エシマ　タイシ シブヤ　ノリアキ キシモト　ワタル フクイ　ジュン アカザワ　マサヒコ

奥村　幸治 赤澤　秀樹 向谷　豪 江嶋　太志 澁谷　規明 岸本　航 福井　淳 赤澤　全彦

ヒロセ　シゲル モリ　ヨウイチ サカモト　テツ カワタ　ヒロユキ モリモト　イツキ ハマダ　ススム ヒグチ　タカシ ヤマダ　ジュン

廣瀨　茂 森　洋一 坂本　徹 川田　悠之 森本　樹 濵田　晋 樋口　峰志 山田　潤

フジシロ　ショウジロウ キヨセ　ユウヤ ノグチ　カツヤ ニシノ　タクヒト タナビキ　ヨシナリ ニシモト　ケンジ ナカミチ　カズタカ カモン　ダイスケ

藤城　正治郎 清瀬　裕也 野口　勝也 西野　琢仁 田靡　義成 西本　賢治 中道　和孝 加門　大典

ナリタ　ショウゲン ホンダ　シュウシ タナカ　テルユキ イマイ　ヨウスケ キニワ　クニヒト ヤナギモト　ジュン タナカ　シュウジ キンナン　ヒロフミ

成田　昭元 本田　修史 田中　輝幸 今井　陽介 木庭　邦仁 柳本　潤 田中　秀司 金南　博文

マツノ　シュウタロウ イケダ　ヒデトシ ハシモト　ヨウスケ シバタ　タダノリ ドイ　ノリヒロ ヤマオカ　カネヒト ハラ　シュウヘイ ハシモト　リュウイ

松野　修太郎 池田　英俊 橋本　容典 柴田　忠則 土肥　範広 山岡　兼人 原　周平 橋本　龍位

クラシキ　ケイジロウ タケバ　コウキ ヤマサキ　ヨシヤ オオタニ　シュンスケ タヂカ　ヒデキ マツモト　シンイチ クマダ　ヒロキ テラニシ　アキラ

倉敷　敬二郎 竹葉　光希 山崎　良哉 大谷　俊介 田近　秀樹 松本　伸一 熊田　浩樹 寺西　明

オオニシ　コウメイ モリ　カズヒト オオサラ　ヨシツグ ヒライシ　タケノリ オクマツ　リョウタ ヨシノ　ハルト ホンダ　ヒロキ オクダ　ケンジ

大西　晃盟 森　和人 大皿　賀詔 平石　武則 奥松　良太 吉野　陽翔 本田　大記 奥田　健司

トウモト　ヒサトシ オオヒガシ　シゲノリ クロキ　トウマ バンドウ　タクヤ イド　タツヤ フジワラ　ケイタ モリタ　シュウコ ヤスモト　ナオヒロ

東元　久敏 大東　重則 黒木　斗真 坂東　拓也 井土　達也 藤原　敬太 森田　就子 安本　尚弘

ヤナギタ　ヒデキ アイハラ　カズヒロ ソウダ　タカヒロ ミズシナ　コウゾウ マルヤマ　コウジ イド　ユウスケ シライシ　ツバサ コバヤシ　ヨシノリ

柳田　秀樹 合原　カズヒロ 早田　貴洋 水品　幸三 丸山　浩司 井土　裕介 白石　翼 小林　佳則

カタヤマ　ヤスヒコ シンドウ　タイガ ヤマナカ　シンジ アラキ　ユタカ キシ　アキヒデ アサダ　シノブ マキノ　ミツヒロ クラシキ　ユウマ

片山　康彦 進藤　太雅 山中　慎志 新木　豊 貴志　彰英 朝田　忍 牧野　充宏 倉敷　優磨

シオタ　ヒカル イシダ　ノリカズ ウエハラ　タダシ ワタナベ　ミツヒロ オシカイベ　トウイ ヒデヤマ　テル ナリタ　ユウスケ エノモト　ツヨシ

塩田　星 石田　徳和 上原　忠士 渡部　光洋 忍海部　透生 秀山　輝 成田　佑介 榎本　剛志

≪　調　整　時　間　≫ ≪　調　整　時　間　≫

18 9時44分 118小野東洋ＧＣ 18 9時44分
オーケーエス・

エンタープライズ 218

姫路青山
ゴルフ練習場 21717 9時36分 フリー 117 17 9時36分

フリー 215

16 9時28分 チェリーヒルズＧＣ 116 16 9時28分 （株）城内製作所 216

15 9時20分 フリー 115 15 9時20分

姫路青山
ゴルフ練習場

213

14 9時12分 北六甲ＣＣ 114 14 9時12分

安原ＨＤ

214

13 9時04分 ｉ ＴＥＭ 113 13 9時04分

ポリスタイル 211

12 8時56分 マックスポーツ武庫川 112 12 8時56分 フリー 212

11 8時48分 Ｒ．Ｅ　ＷＯＲＫＳ 111 11 8時48分

ＫＧＤＲ 209

10 8時40分 フリー 110 10 8時40分 ライオンズＣＣ 210

9 8時24分 フリー 109 9 8時24分

8 8時16分 山東ＣＣ 108 8 8時16分

7 8時08分 垂水ＧＣ 107 7 8時08分

魚橋グループ 206

ＮＳＰ 208

廣野ＧＣ 207

6 8時00分 フリー 106 6 8時00分

４８ＳＴＵＤＩＯ 204

5 7時52分 ザ・サイプレスＧＣ 105 5 7時52分 朝日ゴルフ 205

4 7時44分 フリー 104 4 7時44分

202

3 7時36分 株式会社　城洋 103 3 7時36分 フリー 203

7時20分 フリー 201

2 7時28分 能勢ＣＣ 102 2 7時28分 ロータリーＧＣ

 

第６回兵庫県知事杯 アオノオープンゴルフ２０２２　１０月１７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】 １０月１６日現在

1 7時20分 淡路Ｃ．Ｃ 101 1


