
             開催月日　：　平成２３年１０月１４日(金） 　平成２３年９月３０日

             場　　　所　：　小野グランドＣＣニューＣ

（アウト）

 　  　ベフ 　

1 ７ ５３  多田 哲雄 　フリー  矢嶋 義孝 　ゴルフクラブ  吉田 幸平 　フリー

　トドロキゴルフ 　ジョルフ 　ベフ 　

2 ８ ００  岡村 裕司 　ガーデン  河合　剛 　スマウラパーク  根津 吉寛 　ゴルフクラブ  佐藤 寛仁  関東支部

 泉北  東平野 　ベフ

3 ８ ０７  山崎 良哉  ゴルフセンター  谷口 尚哉  ゴルフセンター  佐藤 啓介 　ゴルフクラブ  屋比久 勝夫  中部地区

　 　クローバービレッジ

4 ８ １４  國枝 泰幸 　フリー  小嶋 彰洋 　ゴルフクラブ   辻 　秀人  ゴルディア  中尾 秀幸  中部地区

 　ベフ  TRS 　ベフ 　スポーツ

5 ８ ２１  齊藤 真悟 　ゴルフクラブ  出合 康浩  ゴルフアリーナ  亀田 弘一 　ゴルフクラブ  河野 洋之 　アベニュー

　尼崎  　  山御影 　ベフ

6 ８ ２８  西山 和孝 　テクノランド  佐田 幸司 　フリー  大村 謙夫  ゴルフセンター  笠置　亨 　ゴルフクラブ

　ベフ 　 　 　ジョルフ

7 ８ ４２  河野 健二 　ゴルフクラブ  湊　宏樹 　フリー  丸岡 靖大 　フリー  山口 友子 　スマウラパーク

　ベフ 　ベフ  菊水

8 ８ ４９  森山 直輝 　フリー  海　祐一郎 　ゴルフクラブ  長瀬 広気 　ゴルフクラブ  蔵座 教博  ゴルフクラブ

　ベフ 　ベフ 　東香里  　

9 ８ ５６  有田 幹夫 　ゴルフクラブ  山本 勝徳 　ゴルフクラブ  宮﨑　徹 　ゴルフセンター  藤平　崇 　フリー

　ベフ 　東香里 　ゴルフ 　ベフ

10 ９ ０３  永井 秀幸 　ゴルフクラブ  河井 良二 　ゴルフセンター  新熊 直樹 　スミノエ  中妻 駿介 　ゴルフクラブ

　ジョルフ 　ザ・リンクス  星田

11 ９ １０  尾脇 潤一 　フリー  髙尾 貴広 　スマウラパーク  河合 伸介 　ゴルフクラブ  中谷 友昭  ｺ ﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ

　スポーツ 　ジョルフ 　  

12 ９ １７  井本　亮 　アベニュー  佐々木 守章 　スマウラパーク  高橋 良昌 　フリー  大垣 香奈枝 　豊岡ゴルフ

 菊水   ザ・リンクス 　

13 ９ ３１  大菊 信義  ゴルフクラブ  山本 将之 　フリー  安本 尚弘   ゴルフクラブ  田中 佑宜 　フリー

 　 　 　 　ベフ

14 ９ ３８  棚倉　強 　フリー   辻　 和也 　フリー  中廣 恭久 　フリー  川村 喬史 　ゴルフクラブ

　吹田 　ＪＧＣゴルフ

15 ９ ４５  三好　輝 　フリー  中埜 雅夫 　フリー  堂北　 隆 　ゴルフセンター  原田 正孝 　スクール

 玉手山  タイヨウゴルフ 　 　

16 ９ ５２  吉見　博  ゴルフプラザ  横山 大輔  ・イン・ヤシロ  松本　 貫 　フリー  岩山 公彦 　フリー

　

　　※　女子はフロントティを使用
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             開催月日　：　平成２３年１０月１４日(金） 　平成２３年９月３０日

             場　　　所　：　小野グランドＣＣニューＣ

（イン）

　富士ゴルフ 　ベフ 　

1 ７ ５３  大西　 学 　センター  中山 達徳 　ゴルフクラブ  酒井 尉公 　フリー

　吹田ゴルフ  ニッケ京口 　ジョルフ

2 ８ ００  守屋 克彦 　センター  藤野 智大  ゴルフセンター  三田 久雄 　スマウラパーク  永田 吉秀  九州支部

 　 　ベフ 　ベフ

3 ８ ０７  仲田 一雄 　フリー  西山 泰弘 　ゴルフクラブ  山田　潤 　ゴルフクラブ  渡辺 康弘  中部地区

　 　ベフ 　ベフ

4 ８ １４  岩垣 貴栄 　フリー  服部 誠治 　ゴルフクラブ  松村 弘信 　ゴルフクラブ  高木 幸雄  中部地区

 名谷 　ベフ  ゴルフ 　クローバービレッジ

5 ８ ２１  林坂 将司  ゴルフセンター  中野 克則 　ゴルフクラブ  小谷 高史  アシスト  入江 和彦 　ゴルフクラブ

　ベフ 　ベフ 　クローバービレッジ

6 ８ ２８  梶原 崇弘 　ゴルフクラブ  増田 大悟 　フリー  田渕 信行 　ゴルフクラブ  川合 典弘 　ゴルフクラブ

　ベフ 　ヨドコウ  　枚方バイパス 　ベフ

7 ８ ４２  中西 瑞生 　ゴルフクラブ  山田 起広 　ゴルフセンター  寺本 雅一 　ゴルフ  西尾 全司 　ゴルフクラブ

 東大阪  ＯＧＭゴルフ 　ベフ  

8 ８ ４９  木戸 道公  ゴルフセンター  實藤 敬義  プラザ神戸  舟木　 滋 　ゴルフクラブ  中山　平 　フリー

　ザ・カントリー 　   太子 　尾上

9 ８ ５６  小﨑 基司 　クラブ  山本 善朗 　フリー  長谷川 良次 　ゴルフセンター  山田 博也 　ゴルフセンター

　ミズノゴルフ 　  グリーンステージ  泉北

10 ９ ０３  萬代 寛之 　スクール  本田 大記 　フリー  山西 知孝  泉州  池田 嘉一  ゴルフセンター

　 　尾上 　マックスポーツ  　

11 ９ １０  塩見　聡 　フリー  吉岡 卓也 　ゴルフセンター  今西 泰造 　武庫川  山田 龍男 　フリー

　ベフ  タイヨウゴルフ 　ベフ

12 ９ １７  佐々木 貴光 　ゴルフクラブ  河村 和也  ・イン・ヤシロ  松田   実 　フリー  森下 啓介 　ゴルフクラブ

 タイヨウゴルフ  宝松苑  菊水 　ベフ

13 ９ ３１  金川　伍  ・イン・ヤシロ  伊東 諭史  ゴルフセンター  清野 一也  ゴルフクラブ  田村 朋章 　ゴルフクラブ

　ベフ  タイヨウゴルフ 　尾上

14 ９ ３８  石崎 友洋 　ゴルフクラブ  原田 啓司  ・イン・ヤシロ  鈴木 保弘 　フリー  後藤 敏夫 　ゴルフセンター

 守口  菊水  香芝 　クローバービレッジ

15 ９ ４５ 　秦　　和弘  カントリークラブ  仲野 将都  ゴルフクラブ  大西 辰奈  ダイナミックゴルフ  大重　 真 　ゴルフクラブ

　　※　女子はフロントティを使用
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