
FINAL ROUND ２０１６年８月１０日（水）

センチュリー三木ゴルフ倶楽部

参加：プロ５７人、アマ２４人

No START 選手名 所属 SCORE No START 選手名 所属 SCORE No START 選手名 所属 SCORE No START 選手名 所属 SCORE

桜木　潤也＠ よみうりウエスト +2 徳永　圭太＠ 大阪学院大学 0 川越　正誉＠ 推薦 +3 田中　康太＠ 三木 +4 

伊波　宏隆 茨木 -2 リチャード　テイト チュウブ宝塚高原 -3 江嶋　太志 山東 -2 岩﨑　辰郎＠ 美加ノ原 +5 

杉下　圭史 チェリーヒルズ -2 出石　幸喜 ゴルフパラダイス -4 前川　太治 フリー -2 大西　　速 グランデージ -1 

岩崎　幸司 紀洋石油 -2 中田慶史郎 カブーレ -4 加門　大典 ライオンズ -2 山本　雄幹 六甲国際 -1 

加登　隆太＠ ABC +2 菅家健二郎＠ 高室池 0 石田　徳和＠ 山東 +3 岡本　頼樹＠ 神鍋高原 +5 

吉本　　悟 フリー -2 長尾　仁志 フリー -4 渡部　光洋 やしろ東條 -1 坂上　吉久＠ 三日月 +5 

松井　一浩 フリー -2 友次　啓晴 東広野 -4 小黒　貴志 フリー -1 中川　　明 デイリー信楽 0 

竹村　知也 名神栗東 -2 藤本　博誉 三木 -5 福永　通凡 北六甲 -1 宇佐美秀樹 読売ゴルフ 0 

橘高　寿明＠ 赤穂 +2 近藤　玲央＠ 大手前大学 -1 林　　　明＠ 関西 +3 寺西　俊人＠ 白鷺 +5 

坂下　竜三 フリー -3 大谷　俊介 サンロイヤル -5 西　裕一郎 茨木 -1 川口　雅晴 フリー 0 

森井　晶紀 よしの -3 寺西　　明 フリー -5 澤﨑　安雄 信楽 -1 若生　将志 Harbar Golf Studio 0 

河合　庄司 フリー -3 足立　佳樹 亀岡 -5 今井　陽介 太平洋 六甲 -1 

奥田　真司＠ 青山 +1 浅井雄一郎＠ 有馬 -3 坂本　　潤＠ 東條の森 +4 川崎　慧士＠ JOYX上月 +5 

皆本　祐介 六甲国際 -3 伊藤　修司 GOLF STADIO POLISTYLE -5 藤堂　哲正 ゴルフアカデミー中島 -1 桧垣　繁正 マハロゴルフスタジオ 0 

山下　和宏 ザ・サイプレス -3 堂本新太朗 鍼灸院ゆにぶ -5 三宅　寛忠 フリー -1 白井　宣行 KCS 0 

富村　真治 ザイマックス -3 大井手　哲 ダイチク -6 　 榎本　剛志 フリー -1 

上辻　徹身＠ 六甲国際 +1 石過功一郎＠ クラーク記念高校 -3 安田　賢史＠ 三田 +4 山本　秀樹＠ 大阪 +5 

谷口　力也 篠山 -3 岩元　洋祐 加古川 -6 下山　　誠＠ タカガワオーセント +4 井村　和貴 フリー 0 

田保　龍一 オークモント -3 吉田　泰典 フリー -6 手束　将之 六甲国際 -1 弓削　淳詩 吉川 0 

江尻　　壮 フリー -3 山﨑　　宏 聖丘 -7 　 平澤　栄一 アコーディアガーデン甲子園浜 -1 

安浦　一輝＠ 大阪産業大学 0 

朝隈　勝己 アイランドゴルフリゾート三田 -3 

日高　裕貴 太子 -3 

小鯛　竜也 フリー -3 

第36回　兵庫県オープンゴルフトーナメント 

№１Ｔｅｅ №１0Ｔｅｅ

1 8:00 7 9:00 12 8:00 17 8:50

2 8:10 8 9:10 13 8:10 18 9:00

19 9:10

4 8:30 10 9:30 15 8:30 20 9:20

3 8:20 9 9:20 14 8:20

21 9:30

6 8:50

5 8:40 11 9:40 16 8:40

◎規定により、選手変更、追加出場が生じることがあります。

◎競技規定により、選手（アマチュアを除く）の半ズボン禁止、アマチュアが半ズボン着用の際はレギュラーソックス以上を着用のこと。

◎キャディはスニーカー以外不可とする。

◎組番号が大会当日のカート番号です。


