
開催日：令和　２年１１月　１日（日）
会　場：アークよかわゴルフ倶楽部
OUT

組 ｽﾀｰﾄ時刻 氏　　　　名 チーム名 氏　　　　名 チーム名 氏　　　　名 チーム名 氏　　　　名 チーム名

シンドウ　タイガ モリ ケンソウ フジサワ ショウタ フクダ ミクル

進　藤　太　雅 森　　　見　颯 藤　澤　聖　太 福　田　美　来

ナカガワ　ケイタ ナオエ　ミリウ フジワラ　ナナ タカヤマ　ササラ

中　川　敬　太 直　江　未梨憂 藤　原　奈　々 高　山　ささら

ナラザキ　オウガ ヤブウチ ユイ ニワ サクラ モリシタ　メイ

楢　崎　王　牙 藪　内　優　衣 丹　羽　　　櫻 森　下　芽　彩

フクハラ ユウキ ヤマウチ ユウキ サトウ リノ モトムラ アカネ

福　原　佑　樹 山　内　祐　輝 佐　藤　涼　音 本　村　紅　音

アベ　ヒデヒコ ニシムラ セイコウ ナカノ サトシ アベ　ハルナ

阿　部　英　彦 西　村　政　宏 中　野　識　司 阿　部　晴　菜

ササ　コウシロウ タカオカ ソウシ ナカハラ　ノゾミ サトウ ミユウ

佐　々　幸史朗 高　岡　壮　志 中　原　のぞみ 佐　藤　心　裕

シブカワ コウ ナカシマ ツキハ オオニシ ホノカ オカムラ コウタ

渋　川　　　煌 中　嶋　月　葉 大　西　穂　佳 岡　村　昂　汰

カガミ サクラ クリスティナ ハタ　ナナコ タケクニ　リュウノスケ ハタ　ショウタロウ

各務 さくら ｸﾘｽﾃｨﾅ 秦　　　菜々子 竹　國　龍之介 秦　　　翔太郎

フジワラ　カホ サワ　リオン サワ　ライゾウ イワサキ　アミカ

藤　原　花　帆 澤　　　鈴　音 澤　　　雷　蔵 岩　﨑　明実花

ウチガキ リョウガ ナカイ ショウタ オカモト サワ ナガノ　リナ

内　垣　凌　雅 中　井　翔　太 岡　本　紗　和 長　野　莉　奈

タナカ　ケエユウ イシダ　アンリ モリオカ　トキヒロ ヒサミツ　ユカコ

田　中　啓慧雄 石　田　杏　理 森　岡　時　大 久　光　友佳子

ヨシノ ハルト モリモト イツキ シノミヤ メイ ヨシカワ ミライ

吉　野　陽　翔 森　本　　　樹 四　宮　萌　彩 吉　川　未　来

ドイ　キヨ イモト　シイ サワシマ　ココナ ユキザネ　マナト

土　井　稀　世 井　本　思　唯 澤　嶋　志　奈 行　實　愛　登

IN

組 ｽﾀｰﾄ時刻 氏　　　　名 チーム名 氏　　　　名 チーム名 氏　　　　名 チーム名 氏　　　　名 チーム名

フナオカ　セイシロウ コスギ　ヒショウ ホソサコ ナナ トリイ サクラ

船　岡　誠志郎 小　杉　飛　翔 細　峪　七　々 鳥　居　さくら

ナカオ ソウト フジイ セナ アダチ モモエ カトウ　レイナ

中　尾　爽　人 藤　井　瀬　名 阿　立　百　恵 加　藤　麗　奈

ニシモト タイキ イワサキ ミワ クロサキ ミウ イワサキ ミオ

西　本　大　輝 岩　﨑　美　羽 黒　崎　美　羽 岩　﨑　美　緒

オオツカ　マオ ヤマダ　コハル ヤマモト　フウカ フジウ スミレ

大　塚　麻　生 山　田　胡　花 山　本　風　花 藤　生　すみれ

オバタ トクタロウ タナカ　ハル ナガノ　ミユ ハナオカ　チヒロ

尾　畑　徳太朗 田　中　温　琉 長　野　美　結 花 岡 千 陽

ウメヅ サクラコ オオツカ　レオ ウメヅ モモコ キン　ユジュ

梅　津　桜　子 大　塚　零　生 梅　津　桃　子 金　　　由　珠

オキナカ　シュウマ クラヅメ　カイ カワノ　ユイナ キムラ ルイ

沖　中　秀　真 倉　爪　香　衣 川　野　結　奈 木　村　　　塁

マエダ　マサハル ヤマモト　カイラ ミヤタ　ユウヘイ コバヤシ　ナノ

前　田　雅　治 山　本　海　良 宮　田　悠　平 小　林　菜　乃

シロタニ リョウスケ マシモ ミソラ イマイ ハルト マシモ アヤハ

白　谷　涼　透 真　下　海　空 今　井　覇　斗 真　下　彩　羽

タツミ　ルア カミクボ　ミサキ マエダ　レイナ ナカニシ　リョウ

巽　　　琉　愛 上久保　実　咲 前　田　羚　菜 中　西　　　怜

ヤマダ　リュウノスケ オオニシ コウメイ イワナガ　アンナ ゴトウ アイ

山　田　龍之介 大　西　晃　盟 岩　永　杏　奈 後　藤　あ　い

ツカダ　コウセイ マツモト　クルミ フクダ　メイ ウメモト　マホ

塚　田　光　惺 松　本　來　海 福　田　萌　維 梅　本　真　帆

１．欠場者のある場合は、組合せを変更することがある。

２．スタート時刻の10分前には、ティーイングエリア付近に待機のこと。

３．欠場する場合は、兵庫県ゴルフ連盟（078-392-0562）又はアークよかわゴルフゴルフ倶楽部（0794-73-1900)までご連絡ください。

　　　　　　　　　　　　　競技委員長　　佐　野　陽　一

第1回  U-15クラブチーム対抗2020ゴルフ大会
スタート時刻及び組合せ

1 7時30分 美来とゆかいな仲間達 美来とゆかいな仲間達 美来とゆかいな仲間達 美来とゆかいな仲間達

三木市Ａ

3      46分 ALL4 ALL4 ALL4 ALL4

2      38分 4匹の子ブタ 4匹の子ブタ 4匹の子ブタ 4匹の子ブタ

5 8時02分 team KONAN team KONAN team KONAN team KONAN

4      54分 Courage ＆ Sound Courage ＆ Sound Courage ＆ Sound Courage ＆ Sound

7      18分 ベタピンズ ベタピンズ ベタピンズ ベタピンズ

6      10分 DICS Dale DICS Dale DICS Dale DICS Dale

9      34分

10      42分 三木市Ｂ 三木市Ｂ 三木市Ｂ 三木市Ｂ

8      26分 チームエブナジュニア チームエブナジュニア チームエブナジュニア チームエブナジュニア

サキューレ サキューレ サキューレ サキューレ

13 9時06分

14 7時30分 ミライの兵庫県代表 ミライの兵庫県代表 ミライの兵庫県代表 ミライの兵庫県代表

11      50分

12      58分 いぶきジュニアゴルフクラブ いぶきジュニアゴルフクラブ いぶきジュニアゴルフクラブ いぶきジュニアゴルフクラブ

チーム茨木 チーム茨木 チーム茨木 チーム茨木

NIGC NIGC NIGC NIGC

滝Ⅱジュニア

16      46分 塩屋北 塩屋北 塩屋北 塩屋北

15      38分 フォティーンズ フォティーンズ フォティーンズ フォティーンズ

18 8時02分 三木市Ａ 三木市Ａ 三木市Ａ

17      54分 滝Ⅱジュニア 滝Ⅱジュニア 滝Ⅱジュニア

20      18分 CYCLONES CYCLONES CYCLONES CYCLONES

19      10分 イーグルス イーグルス イーグルス イーグルス

21      26分

22      34分 DICS Chip DICS Chip DICS Chip DICS Chip

OGU ｼﾞｭﾆｱｺﾞﾙﾌﾁｰﾑ OGU ｼﾞｭﾆｱｺﾞﾙﾌﾁｰﾑ OGU ｼﾞｭﾆｱｺﾞﾙﾌﾁｰﾑ OGU ｼﾞｭﾆｱｺﾞﾙﾌﾁｰﾑ

MK MK25      58分

23      42分

24      50分 AIRY KOAN AIRY KOAN AIRY KOAN

NIGC Future's NIGC Future's NIGC Future's

MK MK MK MK MK MK

AIRY KOAN

NIGC Future's


