
 期 日
場 所
参加数

組 START PLAYERS    ﾖﾐｶﾞﾅ ｽｺｱ 組 START PLAYERS    ﾖﾐｶﾞﾅ ｽｺｱ 組 START PLAYERS    ﾖﾐｶﾞﾅ ｽｺｱ 組 START PLAYERS    ﾖﾐｶﾞﾅ ｽｺｱ

池上　　功 ｲｹｶﾞﾐ　ｲｻｵ 雑賀　郁生 ｻｲｶ　ｲｸｵ 奥野　　聡 ｵｸﾉ　ｻﾄｼ 小椋　孝一 ｺﾑｸ　ｺｳｲﾁ

中野　耕治 ﾅｶﾉ　ｺｳｼﾞ 大原　嗣政 ｵｵﾊﾗ　ﾂｸﾞﾏｻ 川原　　範 ｶﾜﾊﾗ　ｽｽﾑ 湯川　茂樹 ﾕｶﾜ　ｼｹﾞｷ

道本　充司 ﾄﾞｳﾓﾄ　ﾐﾂｼﾞ 田中　　仁 ﾀﾅｶ　ｼﾞﾝ 矢野　裕之 ﾔﾉ　ﾋﾛﾕｷ 尾辻　茂治 ｵﾂｼﾞ　ｼｹﾞﾊﾙ

木村　博昭 ｷﾑﾗ　ﾋﾛｱｷ 箕島　吉史 ﾐﾉｼﾏ　ﾖｼﾌﾐ 松田　聖次 ﾏﾂﾀﾞ　ｾｲｼﾞ 滝本　則生 ﾀｷﾓﾄ　ﾉﾘｵ

土代　敬洋 ﾄﾞｼﾛ　ﾀｶﾋﾛ 金子　清重 ｶﾈｺ　ｷﾖｼｹﾞ 西谷　光平 ﾆｼﾀﾆ　ｺｳﾍｲ 横手　英徳 ﾖｺﾃ　ﾋﾃﾞﾉﾘ

岡田　正伸 ｵｶﾀﾞ　ﾏｻﾉﾌﾞ 中田　正憲 ﾅｶﾀ　ﾏｻﾉﾘ 吉田　　実 ﾖｼﾀﾞ　ﾐﾉﾙ 松岡　従広 ﾏﾂｵｶ　ﾂｸﾞﾋﾛ

下根　俊之 ｼﾓﾈ　ﾄｼﾕｷ 瀧山　侑輝 ﾀｷﾔﾏ　ﾕｳｷ 水川　昌幸 ﾐｽﾞｶﾜ　ﾏｻﾕｷ 中川　　徹 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾄｵﾙ

山名 ひとみ ﾔﾏﾅ　ﾋﾄﾐ 田保　龍一 ﾀﾔｽ　ﾘｭｳｲﾁ 手平　裕紀 ﾃﾋﾞﾗ　ﾋﾛｷ 池田　匡理 ｲｹﾀﾞ　ﾀﾀﾞﾏｻ

松岡　　讓 ﾏﾂｵｶ　ﾕｽﾞﾙ 左近　哲也 ｻｺﾝ　ﾃﾂﾔ 池田　健司 ｲｹﾀﾞ　ｹﾝｼ 坂本　悌城 ｻｶﾓﾄ　ﾔｽｷ

西田　好英 ﾆｼﾀﾞ　ﾖｼﾋﾃﾞ 吉本　　悟 ﾖｼﾓﾄ　ｻﾄﾙ 森本 ゆかり ﾓﾘﾓﾄ　ﾕｶﾘ 菖蒲　孝光 ｼｮｳﾌﾞ　ﾀｶﾐﾂ

山本　純也 ﾔﾏﾓﾄ　ｼﾞｭﾝﾔ 山本　譲一 ﾔﾏﾓﾄ　ｼﾞｮｳｲﾁ 高城　宏行 ﾀｶｷﾞ　ﾋﾛﾕｷ 金　　太勇 ｷﾝ　ﾀｲﾕｳ

滝本　崇文 ﾀｷﾓﾄ　ﾀｶﾌﾐ 桧垣　繁正 ﾋｶﾞｷ　ｼｹﾞﾏｻ 中川　将典 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾏｻﾉﾘ 井上　紘一 ｲﾉｳｴ　ｺｳｲﾁ

今北　則雄 ｲﾏｷﾀ　ﾉﾘｵ 堤　　隆志 ﾂﾂﾐ　ﾀｶｼ 松田　由佳 ﾏﾂﾀﾞ　ﾕｶ 松山　員大 ﾏﾂﾔﾏ　ｶｽﾞﾋﾛ

川口　明久 ｶﾜｸﾞﾁ　ｱｷﾋｻ 岡地　直紀 ｵｶｼﾞ　ﾅｵｷ 谷口　善則 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾖｼﾉﾘ 向井　一也 ﾑｶｲ　ｶｽﾞﾔ

青木　宣知 ｱｵｷ　ﾖｼﾉﾘ 杉山 佐智雄 ｽｷﾞﾔﾏ　ｻﾁｵ 松本　明信 ﾏﾂﾓﾄ　ｱｷﾉﾌﾞ 綿野　憲作 ﾜﾀﾉ　ｹﾝｻｸ

髙田　典和 ﾀｶﾀﾞ　ﾉﾘｶｽﾞ 木村　政信 ｷﾑﾗ　ﾏｻﾉﾌﾞ 雑賀　利昭 ｻｲｶ　ﾄｼｱｷ 寺岡　幹生 ﾃﾗｵｶ　ﾐｷｵ

岸　　俊秀 ｷｼ　ﾄｼﾋﾃﾞ 鉄野　聖朗 ﾃﾂﾉ　ｷﾖｱｷ 松川　明敬 ﾏﾂｶﾜ　ｱｷﾉﾘ 竹本　善昭 ﾀｹﾓﾄ　ﾖｼｱｷ

田中　淳史 ﾀﾅｶ　ｱﾂｼ 大條　仁彰 ﾀﾞｲｼﾞｮｳ　ﾖｼｱｷ 嶋田　博信 ｼﾏﾀﾞ　ﾋﾛﾉﾌﾞ 上野山 拓男 ｳｴﾉﾔﾏ　ﾀｸｵ

湯場　宣夫 ﾕﾊﾞ　ﾉﾌﾞｵ 田中　一輝 ﾀﾅｶ　ｶｽﾞｷ 竹中　　優 ﾀｹﾅｶ　ﾕｳ 西田　明史 ﾆｼﾀﾞ　ｱｷﾌﾐ

山﨑　幸二 ﾔﾏｻｷ　ｺｳｼﾞ 濵名　一成 ﾊﾏﾅ　ｶｽﾞﾅﾘ 小林　浩二 ｺﾊﾞﾔｼ　ｺｳｼﾞ 山本　　聡 ﾔﾏﾓﾄ　ｻﾄｼ

山田　照夫 ﾔﾏﾀﾞ　ﾃﾙｵ 髙橋　慶祐 ﾀｶﾊｼ　ｹｲｽｹ 大山　博嗣 ｵｵﾔﾏ　ﾋﾛﾂｸﾞ 友山　　寛 ﾄﾓﾔﾏ　ﾋﾛｼ

高橋　　功 ﾀｶﾊｼ　ｲｻｵ 村田　克仁 ﾑﾗﾀ　ｶﾂﾋﾄ 山崎　俊幸 ﾔﾏｻｷ　ﾄｼﾕｷ 平野　陽介 ﾋﾗﾉ　ﾖｳｽｹ

仲岡　資郎 ﾅｶｵｶ　ｼﾛｳ 岩﨑　幸司 ｲﾜｻｷ　ｺｳｼﾞ 中谷　　豊 ﾅｶﾀﾆ　ﾕﾀｶ 坂下　久生 ｻｶｼﾀ　ﾋｻｵ

山下　信子 ﾔﾏｼﾀ　ﾉﾌﾞｺ 日高　裕貴 ﾋﾀﾞｶ　ﾋﾛｷ 平久保 暁恵 ﾋﾗｸﾎﾞ　ｱｷｴ 林　　禎治 ﾊﾔｼ　ﾃｲｼﾞ

竹本　直哉 ﾀｹﾓﾄ　ﾅｵﾔ 大川　詩穏 ｵｵｶﾜ　ｼｵﾝ 向井　隆司 ﾑｶｲ　ﾘｭｳｼﾞ

桧垣　　豪 ﾋｶﾞｷ　ｺﾞｳ 田中　有哉 ﾀﾅｶ　ﾕｳﾔ 渡部　達也 ﾜﾀﾍﾞ　ﾀﾂﾔ

東野　哲久 ﾋｶﾞｼﾉ　ﾃﾂﾋｻ 小泉　洋人 ｺｲｽﾞﾐ　ﾋﾛﾋﾄ 平久保 高司 ﾋﾗｸﾎﾞ　ﾀｶｼ

川下　哲司 ｶﾜｼﾀ　ﾃﾂｼﾞ 井上　敬太 ｲﾉｳｴ　ｹｲﾀ 的場　章二 ﾏﾄﾊﾞ　ｼｮｳｼﾞ

小谷　高史 ｺﾀﾆ　ﾀｶｼ 河畑　政子 ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾏｻｺ

柴田　忠則 ｼﾊﾞﾀ　ﾀﾀﾞﾉﾘ 西川　彰信 ﾆｼｶﾜ　ｱｷﾉﾌﾞ

南　　大樹 ﾐﾅﾐ　ﾀﾞｲｷ 松田　　茂 ﾏﾂﾀﾞ　ｼｹﾞﾙ

石川　清隆 ｲｼｶﾜ　ｷﾖﾀｶ 柳原　浩一 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ　ｺｳｲﾁ

1. 3. 都合により参加を取り止めた場合は、必ず開催会場に連絡すること。（ﾗ･ｸﾞﾚｰｽGC：0738-45-0070）
4. 原則スループレーとする。（昼食用のパン等はスタート室前にて販売。）
5. ルール上、問題が生じた場合はカートナビ・携帯電話にて連絡すること。
6. 表彰式には全員参加すること。但し、コロナの感染状況により制限を行う場合がある。

2. ※ 開催クラブの感染防止対策及び服装規定を遵守すること。欠席者が出た場合、組合せ及びスタート時間を変更する場合がある。
方式を採用し順位を決定する。
なお、2位以下の順位については当日のスコアカードのインコースからのマッチングスコアカード
おいてホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。
指定ホール数を終了し、各部門で1位にタイが生じた場合は、即日競技委員会の指定するホールに

31 9:36

8 8:33 16 9:45 24 8:33

7 8:24 15 9:36 23 8:24

29 9:18

6 8:15 14 9:27 22 8:15 30 9:27

5 8:06 13 9:18 21 8:06

7:57 28 9:09

3 7:48 11 9:00 19 7:48

4 7:57 12 9:09 20

7:39 26 8:51

27 9:00

2 7:39 10 8:51 18

No.1 Tee （OUT） No.10 Tee （ I N）

1 7:30 9 8:42 17 7:30 25 8:42

  第6回 和歌山県オープンゴルフ選手権競技 決勝ラウンド 2022年11月10日（木）
ラ・グレースゴルフ倶楽部 組合せ・スタート時刻表 主催：和歌山県ゴルフ連盟
124人（プロ34人、アマ90人） 加盟クラブ・地区支配人会


