
時間

ソニー生命 ソニー生命 ミズノＡ ミズノＡ チームＥＬＰＡ チームＥＬＰＡ ベントブルー ベントブルー

瀬戸　秀虎 森　邦明 藤原　誠 藤本　直史 児玉　憲明 小嶋　篤志 松山　正浩 丸山　仁吾

ＳＨＩＮＴＯＲＡ ＳＨＩＮＴＯＲＡ サンケイスポーツ サンケイスポーツ 水と油と高分子 水と油と高分子 ソニー生命 ソニー生命

木村　高士 柚木　一完 澄田　垂穂 中村　寿之 阪口　拓也 若林　明伸 髙岸　昌宏 溝渕　陽一

門田不動産 門田不動産 かねますフルーツ かねますフルーツ ミズノＣ ミズノＣ きんでん奈良支店 きんでん奈良支店

門田　秀治 井上　隆二 増田　勝 橋本　幸夫 松岡　いかり 田中　孝佳 石田　善紀 南　俊樹

オーエＡ オーエＡ チームＭＢＰ チームＭＢＰ チーム大建 チーム大建 （株）奥村組 （株）奥村組

大工　博史 土井　敏嗣 行武　正 恒川　幸弘 大知　秀行 和地　威知 川谷　澤之 持田　悠

ワコーパレット ワコーパレット （株）あらた （株）あらた ミズノＡ ミズノＡ Ikuwakai　Golf　Club4/9 Ikuwakai　Golf　Club4/9

水野　三郎 松田　佳紀 清水　雅之 浜野　浩司 小笠原　寛典 宇田　雅史 大西　浩夫 新山　文雄

グローカルペットケア グローカルペットケア コーナン商事Ｂチーム コーナン商事Ｂチーム ドギーマンハヤシ ドギーマンハヤシ コーナン商事Ｂチーム コーナン商事Ｂチーム

向井　弘幸 前田　高志 新居　伸之 山本　博士 林　雄一 杉本　浩二 野村　明弘 布元　将二

コーナン商事Ａチーム コーナン商事Ａチーム JAPELL JAPELL 杉本商事（株） 杉本商事（株） 三甲大阪支店 三甲大阪支店

疋田　直太郎 松本　恵一 井東　正樹 村瀬　博之 杉本　利夫 今中　博幸 相良　京助 杉山　隆樹

八千代電設工業（株） 八千代電設工業（株） 三甲大阪支店 三甲大阪支店 チームリーガル チームリーガル JAPELL JAPELL

冨永　昌雄 平田　勝久 池田　裕一 田村　𠮷文 岡　修司 棚原　徹 水野　昭人 川浪　孝之

ダイハツ工業ＤＮＧＳ ダイハツ工業ＤＮＧＳ 八千代電設工業（株） 八千代電設工業（株） 損害保険ジャパン（株） 損害保険ジャパン（株） 杉本商事（株） 杉本商事（株）

丸谷　勝己 松本　隆之 倉田　茂樹 梶本　秀則 米川　孝 山口　直孝 土師　圭介 可児　紀英

時間

ミズノＢ ミズノＢ 損害保険ジャパン（株） 損害保険ジャパン（株） ワコーパレット ワコーパレット （株）あらた （株）あらた

為金　貴大 片山　直 油布　正博 海老原　崇 大迫　信幸 栗田　厚志 松尾　浩史 笠永　喜雅

ミズノＣ ミズノＣ 佐藤薬品工業株式会社 佐藤薬品工業株式会社 水と油と高分子 水と油と高分子 サンケイスポーツ サンケイスポーツ

高澤　和弘 北川　亮 松浦　孝至 大澤　拓郎 大竹　則昌 赤田　民生 横原　康 鈴木　隼人

チームリーガル チームリーガル Ikuwakai　Golf　Club4/9 Ikuwakai　Golf　Club4/9 門田不動産 門田不動産 ＳＨＩＮＴＯＲＡ ＳＨＩＮＴＯＲＡ

松山　明弘 水向　隆 湯山　浩 黒岡　浩子 川畑　剛 長山　義明 岡本　三治 浜中　憲ニ

チームＥＬＰＡ チームＥＬＰＡ （株）奥村組 （株）奥村組 コーナン商事Ａチーム コーナン商事Ａチーム かねますフルーツ かねますフルーツ

府木　嗣史 植本　剛之 太田　潤 古家　充 井上　雅喜 徳村　明博 増田　俊佑 昼田　真輝

チーム大建 チーム大建 きんでん奈良支店 きんでん奈良支店 （株）ケン＆ワン （株）ケン＆ワン チームＭＢＰ チームＭＢＰ

岡本　秀昭 中西　智拡 杉本　守 上　典慶 西廼　賢介 竹原　一也 兼城　孝二 吉岡　聡

ダイハツ工業ＤＮＧＳ ダイハツ工業ＤＮＧＳ ベントブルー ベントブルー オーエＡ オーエＡ ミズノＢ ミズノＢ

吉久　彰人 瀬滝　雅 木川　悦範 橋本　有三 石橋　英二 中川　国治 大野　貴夫 田上　光芳

ドギーマンハヤシ ドギーマンハヤシ （株）ケン＆ワン （株）ケン＆ワン 佐藤薬品工業株式会社 佐藤薬品工業株式会社 グローカルペットケア グローカルペットケア

𠮷識　恭司 松本　諭 国方　祐樹 西野　勝道 梶岡　靖之 多田　一紀 野口　誠一郎 式田　陽至

お組み合わせは直前に変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。

1 8:24 1

第7回　関西実業団対抗ゴルフ選手権大会　組合わせ表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（スタート時間の40分前までにチェクインをお済ませ下さい。） 令和2年4月4日（土）

ＯＵＴ1番ホール　スタート ＩＮ10番ホール　スタート

2 8:32 2

3 8:40 3

4 8:48 4

5 8:56 5

6 9:04 6

7 9:12 7

2 8:32 2

8 9:20 8

9 9:28 9

ＯＵＴ6番ホール　スタート ＩＮ14番ホール　スタート

1 8:24 1

3 8:40 3

4 8:48 4

7 9:12 7

5 8:56 5

6 9:04 6


