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1 7:36 奥村　雅宣 山辺郡 藤田　義弘 奈良市 吉川　俊美 奈良市 今出　嘉孝 奈良市 1 7:36 南部　　馨 奈良市 立川　幸佑 奈良市 竹内　茂樹 奈良市 寺澤　光廣 生駒市

2 7:44 横山　俊彦 奈良市 竹森　繁高 伊賀市 浜野　博海 木津川市 堀　　義則 奈良市 2 7:44 中村　義昭 奈良市 林　　博司 生駒郡 青木　充広 奈良市 西嶋　　明 天理市

3 7:52 今西　　昇 奈良市 森　　泰二 奈良市 古尾　信一 奈良市 福井　隆輝 香芝市 3 7:52 廣葉　忠史 大和郡山 西田　仁一 奈良市 大河内 直人 木津川市 丸山　仁吾 生駒市

4 8:00 山中　敏弘 生駒市 前川　佳嗣 奈良市 橋本 都志晴 桜井市 上口　充弘 橿原市 4 8:00 南口　裕二 木津川市 山尾　浩一 奈良市 市川　浩二 奈良市 佐々木　輝 生駒市

5 8:08 谷口　静仁 生駒市 向山　昭三 奈良市 中村　仁彦 奈良市 木村　吉則 生駒市 5 8:08 兼松　正紀 奈良市 山口　茂一 大和高田 松本　和也 磯城郡 森田　　巧 磯城郡

6 8:16 平井　洋一 奈良市 今橋　達夫 奈良市 岡﨑　隆浩 奈良市 前川　忠司 奈良市 6 8:16 肥後　勝久 奈良市 高橋　隆夫 大和郡山 前島　伸一 大和高田 田中　政行 生駒市

7 8:24 河野　幸次 生駒郡 松本　宗弘 磯城郡 岡本　清次 北葛城郡 吉田　雅亮 大和高田 7 8:24 松尾 四代治 宇陀市 松田　晴友 宇陀市 尾上　清重 宇陀市 字廻　　肇 宇陀市

8 8:32 池田　友昭 大和郡山 吉田　信治 松原市 宇高　大策 大阪市 井筒　　修 生駒市 8 8:32 山口　忠章 生駒郡 木村　新吾 大和郡山 榎本　勝美 奈良市 出合　信仁 桜井市

9 8:40 篠原　健一 生駒郡 南島　　新 奈良市 竹岡　宏之 奈良市 井上　弘一 大阪市 9 8:40 𠮷𠮷井　英次 香芝市 亀田　宗一 北葛城郡 関　　眞澄 大和郡山 西川　孝之 大和高田

10 8:48 原田　文博 葛城市 吉川　行吉 北葛城郡 喜島　宏勝 大和郡山 平賀　　太 奈良市 10 8:48 恩田　昭彦 大和郡山 松井　　稔 大和郡山 福角　　泉 香芝市 橋本　　章 大和郡山

11 8:56 奥田　佳伸 北葛城郡 奥田 恵理子 北葛城郡 岩本　秀雄 香芝市 土井　順史 葛城市 11 8:56 小松原 一雄 天理市 大嶋　茂樹 宇陀市 片岡　陽造 天理市 矢部　　武 大阪市

12 9:04 戸次 菜穂美 奈良市 竹下　康子 相楽郡 的場　優子 御所市 12 9:04 佐古　　弘 大和郡山 佐古　郁子 大和郡山 田村　　裕 奈良市 中野　典昭 北葛城郡

13 9:12 松山　正浩 奈良市 小田原 忠博 香芝市 松本　真弘 奈良市 宮崎　正人 生駒市 13 9:12 北羅　久司 奈良市 鬼塚　典夫 北葛城郡 阪本　正道 奈良市 隠地　俊樹 橿原市

14 9:20 門西　祥司 生駒市 吉行　弘光 奈良市 青木　　亘 奈良市 川﨑　𠮷𠮷継 香芝市 14 9:20 清水 德太郎 奈良市 西窪　志郎 奈良市 相須　礼司 磯城郡 中上　　優 磯城郡

15 9:28 山本　道雄 橿原市 中島　誠一 奈良市 湯口　宰司 門真市 𠮷𠮷田　誠司 大和郡山 15 9:28 中筋　義徳 大和高田 内藤　英世 大和高田 瀧本 恵三子 北葛城郡 児玉　義寛 奈良市

16 9:36 辻田　晃彦 橿原市 中垣　基裕 吉野郡 米田　淳一 磯城郡 安田　昌弘 橿原市 16 9:36 片岡　孝典 宇陀市 森　吉文 葛城市 本多　茂経 大和郡山 松本　英志 柏原市

17 9:44 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 17 9:44 小嶋　秀樹 生駒市 石田　高司 木津川市 中村　　淳 草津市 長谷川 多根夫 宇治市

18 9:52 西田 外志雄 橿原市 篠原　龍夫 北葛城郡 横田　康夫 北葛城郡 福田　　泰 奈良市 18 9:52 久次米　昇 生駒郡 久保　千春 生駒郡 藤岡　恵子 奈良市 西本　浩一 高市郡

19 10:00 北川　富重 奈良市 開キ　弘安 大和郡山 松本　博士 生駒市 川野　政弘 天理市 19 10:00 楠　　久和 大和高田 植山　忠彦 吉野郡 渡辺　徳男 大和高田 石井　克明 五條市

開催ゴルフ場の規定により、競技参加いただく皆様に、

感染症拡大防止策が必要な場合には、ご協力をお願いすることがあります。

8．スクラッチ5位までに入られた方は2024年度の国体選手選考会への出場権が

　 得られます。

9．当日の使用ティは、男子：白（6,318Y）・女子：赤（5,570Y）　とします。

7．男子・女子の1位、2位、3位入賞の方には賞品があります。

4．スタート時刻5分前には必ずティグラウンド付近にて待機して下さい。

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

【注意事項】

奈良柳生カントリークラブ

1．競技は18ホールズストロークプレー(ジェネラルエリアはノータッチ)で行います。   　 

6．競技参加を取りやめる場合は、必ず事前に奈良柳生カントリークラブ（0742-93-0789）

奈良県シニアゴルフ競技　兼　第35回ねんりんピック愛媛大会2023選考会【男女60才以上】

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。

2023年4月27日（木）

　【ＩＮ→ＯＵＴ】 【ＯＵＴ→ＩＮ】                                                                       　　　　                                 　　　　　　　　　

*セルフ*


