
【　ＯＵＴ　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　Ｉ　Ｎ　】 於：奈良柳生カントリークラブ
組 時間 氏名 氏名 氏名 氏名 組 時間 氏名 氏名 氏名 氏名

1 8:00 水原　丈琴 飯田　美和 新見　奈穂 森井菜穗子 1 8:00 落部　達雄 亀田　宗一 山田　純司 渡辺　徳男

2 8:08 大寺　俊美 樫村　治子 井田　幸代 澤辺　晴美 2 8:08 楠本　由人 巽　　基洋 土井　順史 熊谷　直之

3 8:16 藤原　美樹 𣘺𣘺本　敬子 小林　知恵 福島　貴子 3 8:16 北川　富重 薮田　健介 辰巳　剛史 川野　政弘

4 8:24 小野　久美 加藤あけ美 *永原　千帆 人見　太子 4 8:24 *平川　晴朗 清原　脩平 *西村　  隼 有吉　孝文

5 8:32 *石口菜都実 高島　桜花 *小野　星奈 野口　智香 5 8:32 *西村　  涼 永田　航大 *青木　幸弘 堀田　健一

6 8:40 金原梨里加 鈴木　陽彩 中野有佳梨 仲村　果乃 6 8:40 安浦　一輝 向井順一郎 川崎　直樹 *竹田　綾人

7 8:48 新見　盛光 石井　克明 松尾　徳志 多田　一紀 7 8:48 辻井　紳夫 山中　　淳 吉田　真也 岩田　泰彰

8 8:56 原山　大亮 菜畑　　昇 柳田　直久 岩本　健志 8 8:56 人見　　治 中西　智彦 田中　裕基 竹下　綜一

9 9:04 吉井　英次 松本　義知 浦西　修司 田村　　裕 9 9:04 岩本　光生 西川　孝之 島野　　嚴 松本　真弘

10 9:12 隠地　俊樹 重山　和巳 廣嶋　貞宣 石井　時雄 10 9:12 奥畑　稔之 延地　長文 松島一十四 森田　三平

11 9:20 今西　貞次 山中　　孝 濱田　光邦 楠　　久和 11 9:20 中村　律郎 野島　岩雄 宮崎　正人 上妻　達夫

12 9:28 高橋　幹夫 森浦　康文 河合　隆太 向山　昭三 12 9:28 貴志　友洋 吉田　幸夫 葛本　雅也 北川　昇一

13 9:36 清水徳太郎 西口　昌治 福井　一成 増田　昭彦 13 9:36 奥垣　宣邦 山口　雅也 徳矢　光行 松田　德生

【　ＯＵＴ　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　Ｉ　Ｎ　】 於：奈良柳生カントリークラブ
組 時間 氏名 氏名 氏名 氏名 組 時間 氏名 氏名 氏名 氏名

1 8:00 辻井　紳夫 山中　　淳 吉田　真也 岩田　泰彰 1 8:00 新見　盛光 石井　克明 松尾　徳志 多田　一紀

2 8:08 人見　　治 中西　智彦 田中　裕基 竹下　綜一 2 8:08 原山　大亮 菜畑　　昇 柳田　直久 岩本　健志

3 8:16 岩本　光生 西川　孝之 島野　　嚴 松本　真弘 3 8:16 吉井　英次 松本　義知 浦西　修司 田村　　裕

4 8:24 奥畑　稔之 延地　長文 松島一十四 森田　三平 4 8:24 隠地　俊樹 重山　和巳 廣嶋　貞宣 石井　時雄

5 8:32 中村　律郎 野島　岩雄 宮崎　正人 上妻　達夫 5 8:32 今西　貞次 山中　　孝 濱田　光邦 楠　　久和

6 8:40 貴志　友洋 吉田　幸夫 葛本　雅也 北川　昇一 6 8:40 高橋　幹夫 森浦　康文 河合　隆太 向山　昭三

7 8:48 奥垣　宣邦 山口　雅也 徳矢　光行 松田　德生 7 8:48 清水徳太郎 西口　昌治 福井　一成 増田　昭彦

8 8:56 落部　達雄 亀田　宗一 山田　純司 渡辺　徳男 8 8:56 水原　丈琴 飯田　美和 新見　奈穂 森井菜穗子

9 9:04 楠本　由人 巽　　基洋 土井　順史 熊谷　直之 9 9:04 大寺　俊美 樫村　治子 井田　幸代 澤辺　晴美

10 9:12 北川　富重 薮田　健介 辰巳　剛史 川野　政弘 10 9:12 藤原　美樹 𣘺𣘺本　敬子 小林　知恵 福島　貴子

11 9:20 *平川　晴朗 清原　脩平 *西村　  隼 有吉　孝文 11 9:20 小野　久美 加藤あけ美 *永原　千帆 人見　太子

12 9:28 *西村　  涼 永田　航大 *青木　幸弘 堀田　健一 12 9:28 *石口菜都実 高島　桜花 *小野　星奈 野口　智香

13 9:36 安浦　一輝 向井順一郎 川崎　直樹 *竹田　綾人 13 9:36 金原梨里加 鈴木　陽彩 中野有佳梨 仲村　果乃

①スタート時刻５分前には、必ずティグランド付近に待機してください。 　　　　★“ふるさと選手”の資格で出場する*印の選手は、

②欠席者が出た場合等、上記組合せ及びスタート時刻を変更することがあります。 　　　　　　国体代表選手選考競技のみの参加となります。

③参加を取りやめる場合は、事前に奈良県ゴルフ協会（ＴＥＬ．０７４２－２６－７５７５）へ届けること。

　尚、競技当日の場合は、奈良柳生カントリークラブ（ＴＥＬ．０７４２-９３-０７８９）へ連絡すること。 　　　　★平成１１年４月２日以後に生れた選手（男子のみ）は、奈良県

④本競技のティマーク 　　　　　　アマチュアゴルフ選手権のみの参加となります。

男子：青マーク（6,843Ｙ）

女子：赤マーク（6,009Ｙ）

《　注意事項　》

奈良県アマチュアゴルフ選手権　兼　第７２回愛媛国体奈良県代表選手選考会

第１日目　　　　平成２９年４月１０日（月）

第２日目　　　　平成２９年４月１１日（火）
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