
組  時間 氏　名 地区 氏　名 地区 氏　名 地区 氏　名 地区 組  時間 氏　名 地区 氏　名 地区 氏　名 地区 氏　名 地区

1 7:37 南部　　馨 奈良市 松宮　軍児 奈良市 立川　幸佑 奈良市 妹尾　義一 大和郡山 1 7:37 荒木　輝二 北葛城郡 木下　和政 生駒市 西川　孝之 大和高田 橋本　　登 橿原市

2 7:45 阪口　　明 天理市 中　　茂 天理市 中上　　優 磯城郡 大野　義久 天理市 2 7:45 大寺　幸人 生駒市 大寺　俊美 生駒市 中川　幸子 生駒市 上辻 よしえ 橿原市

3 7:52 堀口　裕司 磯城郡 中村　　清 磯城郡 中村　義昭 奈良市 日照田　茂 生駒市 3 7:52 関　　眞澄 大和郡山 今井　孝彰 大和郡山 今村　忠司 奈良市 永安　勝壽 生駒市

4 8:00 中本　　源 高市郡 石井　規雄 磯城郡 山田　裕司 大和郡山 近藤　麗子 磯城郡 4 8:00 友田　勝久 大和郡山 高垣　善信 香芝市 広岡　光晴 生駒市 津田　和俊 生駒市

5 8:07 松浦　拓也 香芝市 坂下　和司 香芝市 田中　政行 生駒市 原田　文博 葛城市 5 8:07 柏木　幹夫 天理市 松本　和也 磯城郡 東田　勝晤 天理市 平尾　良雄 天理市

6 8:15 道上　敏博 奈良市 西川　佳伸 奈良市 藤村　正彦 奈良市 吉村　昌延 奈良市 6 8:15 棚田　年茂 奈良市 徳野　賢輝 奈良市 吉村　禎訓 天理市 吉田　勝憲 天理市

7 8:22 宮崎　正人 生駒市 今市　　顕 奈良市 平賀　　太 奈良市 喜島　宏勝 大和郡山 7 8:22 木村　豊治 奈良市 木村　吉秀 奈良市 日下部 孝志 奈良市 兼松　正紀 奈良市

8 8:30 和田　専一 奈良市 奥畑　稔之 奈良市 栗林　俊行 奈良市 髙田　久司 奈良市 8 8:30 田中　正治 橿原市 森本　　葆 橿原市 中田　晴規 奈良市 石田　　徹 桜井市

9 8:37 北谷　正裕 奈良市 金田　一男 大和高田 西本　浩一 高市郡 杉本　晶彦 橿原市 9 8:37 横山　俊彦 奈良市 藤田　義弘 奈良市 奥村　雅宣 山辺郡 中村　輝幸 磯城郡

10 8:45 南本　雅由 生駒郡 北村　雅廣 奈良市 中村　全克 桜井市 中西　正季 橿原市 10 8:45 中井　秀樹 天理市 吉本　信一 天理市 松原　敬冶 天理市 古谷　洋策 奈良市

11 8:52 落部　達雄 生駒市 菅　　慶治 奈良市 前田　譲嗣 奈良市 谷口　静仁 生駒市 11 8:52 藪内　安幸 磯城郡 小宮　一峰 磯城郡 宮本　　一 桜井市 橋本　　章 大和郡山

12 9:00 藤井　勝弘 橿原市 池﨑　忠孝 橿原市 松山　正浩 奈良市 丸山　仁吾 生駒市 12 9:00 柳田　直久 生駒郡 松本　博士 生駒市 有佐　正彦 奈良市 金井　良成 奈良市

13 9:07 渡辺　徳男 大和高田 森井　善弘 大和高田 延地　長文 北葛城郡 寺田　昌代 大和高田 13 9:07 久次米　昇 生駒郡 石飛　　稔 天理市 小松原 一雄 天理市 大嶋　茂樹 宇陀市

14 9:15 澤辺　晴美 生駒市 豊住　炫 生駒市 熊谷　育子 吉野郡 植山　忠彦 吉野郡 14 9:15 松本　真弘 奈良市 隠地　俊樹 橿原市 橋本 都志晴 桜井市 小田原 忠博 香芝市

15 9:22 山本　道雄 橿原市 湯口　宰司 大和郡山 中島　誠一 奈良市 高橋　幹夫 奈良市 15 9:22 大山 ヤスエ 天理市 森井 菜穗子 磯城郡 大橋　香織 奈良市 永原　千帆 奈良市

16 9:30 辻　　伸起 大和郡山 開キ　弘安 大和郡山 谷川　偉彦 奈良市 16 9:30 岡田　正樹 大和高田 外村　祐二 香芝市 峯林　哲朗 宇陀市 森田　三平 大和郡山

17 9:37 田中　和臣 桜井市 寺原　照佳 桜井市 松岡　秀典 大和高田 中森　敏夫 桜井市 17 9:37 山口　清司 橿原市 楠　　久和 大和高田 浦嶋　廣安 生駒市 阪本　正道 北葛城郡

18 9:45 福角　　泉 香芝市 中村　浩治 香芝市 中村　詔一 奈良市 18 9:45 角田　祐治 奈良市 植田　得實 北葛城郡 児玉　義寛 奈良市 遠藤　秀和 生駒市

19 9:52 西田 外志雄 橿原市 多田　志郎 北葛城郡 篠原　龍夫 北葛城郡 大津　豊隆 大和郡山 19 9:52 西口　昌治 大和高田 門口　昌義 北葛城郡 東　　錦也 葛城市 田中　基博 生駒郡

20 10:00 木村　吉則 生駒市 岡林　良道 生駒市 佐藤　広偉 大和郡山 20 10:00 大西　輝夫 大和郡山 巽　　基洋 奈良市 澤山　隆夫 奈良市 倉西　重宣 大和郡山

21 10:07 畑野　克己 大和郡山 安川　康男 葛城市 東田　司郎 生駒郡 寺岡　純一 奈良市

8．スクラッチ5位までに入られた方は平成31年度の国体選手選考会への出場権が
　　得られます。
9．当日の使用ティーは、男子：白　・女子：赤　とします。

   不快に思われるような服装は謹んで下さい。

奈　良　県　知　事　杯　争　奪　県　民　ゴ　ル　フ　大　会

（1）襟付のｽﾎﾟｰﾂｼｬﾂを着用、ﾊｲﾈｯｸの場合は襟高3cm以上のものとして下さい。（Tｼｬﾂと見間違えるもの

5．欠席者のあった場合は、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。

　  までお届け下さい。

2．競技は当クラブローカル・ルール及びJGA規則によりプレーして下さい。           　　
3．スクラッチでタイが生じた場合は、マッチングスコアカード方式を採用致します。

    もありますができるだけ着用して下さい。またｼﾞｰﾝｽﾞﾊﾟﾝﾂ、ｽﾘｯﾊﾟ、ｻﾝﾀﾞﾙ類での入場は厳禁です。

　【　木津川　】 　木津川カントリー倶楽部

【注意事項】

平成30年10月31日（水）セ　ル　フ

1．競技は18ホールズストロークプレー(スルーザグリーンはノータッチ)で行います。   　 

基本的な考え方：

   あくまでもﾋﾞｼﾞﾀｰであることを忘れず、開催クラブの規定に従い、会員や全てのﾌﾟﾚｰﾔｰが

【　笠置　】                                                                       　　　　                                 　　　　　　　　　

  【 主催競技服装規定 】

     は厳禁）またｼｬﾂの裾は外に出さないようにして下さい。（女性でｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾗｳｽ様式のものは例外とする）

②ﾌﾟﾚｰ時：

競技委員長          

（3）ﾀｵﾙを肩にかけたり、首に巻きつけるなどの行為は慎んで下さい。

（2）酷暑期の半ｽﾞﾎﾞﾝは着用可ですが、必ずｿｯｸｽを着用して下さい。なお、ﾃﾆｽ用ﾊﾟﾝﾂや男性の膝下

     までのﾊﾟﾝﾂ、女性用ﾎｯﾄﾊﾟﾝﾂは不可です。

（4）安全上、健康上、必ず帽子を着用して下さい。（但し、ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ内は脱帽）

7．男女共3位までの入賞者は表彰式を行いますのでお残り下さい。

①入場時：

4．スタート時刻5分前には必ずティーグラウンド付近にて待機して下さい。

　 組合せ表ＨＰ発表後のｷｬﾝｾﾙは1人￥2,000-を開催クラブより申し受けます。

6．競技参加を取りやめる場合は、必ず事前に木津川カントリー倶楽部（TEL0742-95-0031）

　　上着（ｼﾞｬｹｯﾄまたはﾌﾞﾚｻﾞｰ）を着用、ｼﾞｬﾝﾊﾟｰやﾌﾞﾙｿﾞﾝ類は不可です。酷暑期には着用を求めないｸﾗﾌﾞ
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