
⑥

No Time Player HDCP No Time Player HDCP No Time Player HDCP No Time Player HDCP

タカシマ　ヒロミ

髙嶋　ひろみ 高室池ゴルフ倶楽部 7.3
ウエハラ　ヤヨイ

上原　弥生 芦屋カンツリークラブ 8.3
フクムラ　カナ

福村　香名 三木ゴルフ倶楽部 0.6
フジナガ　キヨ

藤永　記代 ナパラゴルフグラブ 8.3
ナガイ　チセ

永井　ちせ 青山ゴルフクラブ 8.1
カワチ　カオリ

河智　かおり 楽天GORA 9.8
ホソダ　マキ

細田　真紀 大岡ゴルフ倶楽部 12.2
カワムラ　ミカコ

川村　三夏子 六甲カントリー倶楽部 9.6
オシベ　カズコ

押部　和子 楽天 9.7
ニシモト　ヤスヨ

西本　恭世 三田レークサイドカントリークラブ 12.0
ヤマサキ　ユウコ

山崎　祐子 JGA 18.3
ヤマモト　アキコ

山本　明子 淡路カントリー倶楽部 11.7
マツタニ　ミワ

松谷　美和 加古川ゴルフ倶楽部 9.7
フルカワ　ユカリ

古川　ゆかり 13.9
キノシタ　タマミ

木下　圭美 北六甲カントリー倶楽部 20.5
ホクトウ　チエ

北東　千枝 日本ゴルフ協会 13.4
キヨハラ　カナコ

清原　加奈子 神有カントリークラブ 5.9
タカスギ　アユミ

高杉　有優美 日本ゴルフ協会 8.5
アシウチ　マサエ

芦内　政枝 新宝塚カントリークラブ 15.5
コバヤシ　ナオミ

小林　直美 楽天GORA 8.4
ヨコハマ　ヒロコ

横浜　弘子 神有カントリークラブ 12.7
ヒワキ　ユカ

檜脇　由香 日本ゴルフ協会 8.7
ナカノ　ミズエ

中野　瑞恵 姫路相生カントリークラブ 16.4
クボ　マミ

久保　まみ 六甲カントリークラブ 8.7
ヨシダ　ヒサエ

吉田　久恵 神有カントリー倶楽部 14.5
タナカ　リョウコ

田中　良子 大宝塚ゴルフクラブ 13.0
クサカワ　カナコ

草川　加奈子 チェリーヒルズゴルフクラブ 20.0
ハラダ　ソノヨ

原田　園代 日本ゴルフ協会 13.3
ナカニシ　ヤスコ

中西　泰子 神有CC 21.6
トウノ　ユウコ

東野　優子 垂水ゴルフクラブ 15.7
イソワ　ユカ

磯和　由佳 神有カントリークラブ 14.4
タカヤマ　ミワ

髙山　美和 RakutenGORA/JGAHandicapclab 6.0
アンドウ　サナエ

安東　早苗 兵庫県ゴルフ連盟 15.7
ヒグチ　ヨリコ

樋口　より子 明石ゴルフ倶楽部 4.3
キダ　マサミ

木田　昌美 美奈木ゴルフ倶楽部 10.0
ミト　タカコ

三戸　高子 楽天GORA/JGAハンディキャップ倶楽部 9.3
オオニシ　ヒロミ

大西　弘美 ダンロップゴルフクラブ 16.7
ニシダ　リエ

西田　利恵 新宝塚カントリークラブ 9.0
オカザキ　ミキ

岡崎　美紀 美奈木ゴルフ倶楽部 12.0
マエダ　マユミ

前田　真由美 楽天GORA 17.4
カタヤマ　ムツミ

片山　睦 チェリーヒルズゴルフクラブ 18.1
ナカヒラ　ユカコ

中平　由香子 垂水ゴルフ倶楽部 17.0
ナカムラ　マリコ

中村　真理子 楽天GORA 13.5
タナカ　カズコ

田中　和子 チェリーヒルズゴルフクラブ 19.0
ヤマワキ　アサコ

山脇　麻子 日本ゴルフ協会 21.0
ウエヤマ　ハルカ

上山　晴香 JOYXゴルフ倶楽部上月コース 6.1
ハラダ　マサコ

原田　雅子 有馬ロイヤルゴルフクラブ 8.9
タナベ　ユミコ

田辺　由美子 姫路相生カントリークラブ 4.8
ムカイ　キョウコ

向井　恭子 よみうり 8.8
ヨシフジ　ウメ

吉藤　宇め 日本ゴルフ協会 10.8
ハタノ　ヨウコ

波多野　洋子 日本ゴルフ協会 12.3
タケダ　ムツミ

武田　睦実 北六甲カントリークラブ 11.0
マスモト　クニコ

増本　邦子 よみうりゴルフ・ウエストコース 12.0
シンタニ　アキコ

新谷　明子 楽天GORA 15.2
クメ　ノブコ

久米　信子 サンロイヤルゴルフクラブ 15.3
ハヤシ　スマコ

林　珠真子 垂水ゴルフ倶楽部 20.0
ヨシオカ　ミカ

吉岡　美加 楽天GORA/JGA 17.8
ヤマカワ　サユリ

山川　幸有里 楽天GORA 20.9
ババ　ヒロミ

馬場　博美 グランドオークプレーヤーズコース 17.1
ウエダ　マキ

上田　真樹 楽天GORA/JGA 19.0
ヨシイ　ノリコ

吉井　典子 北六甲カントリー倶楽部 6.9
フジモト　ヒカリ

富士元　ひかり 9.0
ヤハタ　ミチヨ

八幡　三千代 姫路相生カントリークラブ 6.8
オオノ　ヨシミ

大野　佳美 チェリーヒルズゴルフクラブ 10.0
カシワギ　ケイコ

柏木　敬子 垂水ゴルフ倶楽部 9.1
モリサワ　ヨウコ

森澤　陽子 青山ゴルフクラブ 11.0
テイ　テルミ

鄭　　晶水 六甲国際ゴルフ倶楽部 9.0
アカイ　ミキコ

赤井　幹子 能勢CC 13.4
サキハラ　ナオコ

崎原　尚子 ダンロップゴルフコース 13.3
ノトハラ　マチコ

能登原　眞知子 北六甲カントリークラブ 14.0
タカダ　トモコ

髙田　智子 北神戸ゴルフ場 21.0
イグチ　アヤコ

井口　綾子 日本ゴルフ協会 15.5
タケイ　ジュンコ

武井　淳子 新宝塚カントリークラブ 21.2
アベ　ナツコ

安部　七津子 楽天 17.0
イイオ　フミコ

飯尾　文子 日本ゴルフ協会 17.0
サカイ　ヨシエ

坂井　良恵 東条の森カントリークラブ 7.0
タニヤマ　ヨシミ

谷山　芳美 北六甲カントリー倶楽部 9.6
シブタ　タカコ

渋田　貴子 兵庫県ゴルフ連盟 7.0
オガワ　サトコ

小川　里子 よみうりゴルフ・ウエストコース 12.4
イノウエ　イクコ

井上　郁子 高室池ゴルフ倶楽部 10.5
イシハラ　リコ

石原　理子 芦屋カンツリー倶楽部 12.5
ミヨシ　キミコ

三好　喜美子 オリムピックゴルフ倶楽部 10.6
タケウチ　ユキコ

竹内　由岐子 青山ゴルフクラブ 16.0
ナカジマ　エミ

中島　恵美 三木よかわ 15.9
ニシモト　メグミ

西本　恵 高室池ゴルフ倶楽部 15.9
オガワ　アケミ

小川　明美 赤穂カンツリークラブ 16.0
フジカケ　ヒロヨ

藤掛　裕世 楽天GORA 17.4
タナカ　ミユキ

田中　みゆき 兵庫県ゴルフ連盟 19.8
ハヤシ　マユミ

林　真弓 日本ゴルフ協会 16.4
モスエ　サキコ

茂末　咲子 楽天GORA 20.0
タルイ　フミヨ

樽井　富美代 三田レークサイドカントリークラブ 7.5
ニシダ　リサ

西田　里沙 チェリーヒルズゴルフクラブ 9.8
コイズミ　アユミ

小泉　あゆみ 六甲カントリー倶楽部 7.0
タナカ　ノリコ

田中　典子 やしろ東条ゴルフクラブ 9.8
キリイシ　サトコ

切石　悟子 東条の森カントリークラブ 14.7
ウエスナグチ　チエコ

上砂口　千恵子 滝野カントリー倶楽部 12.6
タハタ　フジエ

田畑　二四恵 武庫の台ゴルフコース 11.2
ヨシオカ　カヨコ

吉岡　佳与子 チェリーヒルズゴルフクラブ 10.1
ミナミヤマ　カナコ

南山　可奈子 楽天GORA 18.4
ホリイ　タカ

堀井　多香 西宮高原ゴルフクラブ 14.2
ナカイ　ユカリ

中井　ゆかり 兵庫県ゴルフ連盟 15.0
クサバ　ユカ

草葉　ユカ 兵庫県ゴルフ連盟 14.3
ハラダ　サトミ

原田　聡美 兵庫県ゴルフ連盟 17.4
フクモト　ミキ

福本　美紀 チェリーヒルズゴルフクラブ 18.0
ミキタニ　ヨシコ

三木谷　嘉子 新宝塚カントリークラブ 22.9
モリナガ　チサコ

守長　知佐子 白鷺ゴルフクラブ 8.2
アズマ　ユウコ

東　裕子 新宝塚カントリークラブ 10.5
イマイ　タカヨ

今井　隆代 青山ゴルフクラブ 7.5
ミヤケ　クミコ

三宅　久美子 グランドオークプレイヤーズ 11.0
トクシゲ　エイコ

徳重　英子 やしろ東条ゴルフクラブ 12.1
ヨシムラ　ミチエ

吉村　道恵 西宮高原ゴルフ倶楽部 10.5
ヨシダ　リエ

吉田　理恵 白鷺ゴルフクラブ 12.0
イチオカ　エリカ

一岡　えりか 日本ゴルフ協会 11.8
ヤマダ　テルコ

山田　照子 滝野カントリー倶楽部 17.9
マツモト　ユリ

松本　由利 新宝塚カントリークラブ 11.0
ニシナ　エツコ

仁科　悦子 北六甲カントリー倶楽部 17.9
シムラ　クミコ

志村　久美子 ライオンズカントリー倶楽部 12.7
アダチ　イクコ

足立　育子 兵庫県ゴルフ連盟 21.7
スミダ　マミ

住田　摩美 西脇カントリークラブ 12.7
フジワラ　ケイコ

藤原　啓子 赤穂カンツリー俱楽部 19.2
カシワギ　タエ

柏木　多恵 楽天ゴーラ 16.0
ヨシダ　トシコ

吉田　稔子 播州東洋ゴルフ倶楽部 8.3
ニシサカ　ナミ

西坂　奈美 東条の森カントリークラブ 9.0
シンクラ　ユミ

新倉　由海 兵庫県ゴルフ連盟 8.2
エザキ　チアキ

江崎　千晶 千刈カンツリー倶楽部 4.9
テラモト　ユウコ

寺本　祐子 日本ゴルフ協会 14.5
フルカワ　シノ

古川　志野 北六甲カントリー倶楽部 12.0
タカダ　クミコ

高田　久美子 三田レークサイドCC 16.3
イシカワ　チカ

石川　千夏 日本ゴルフ協会 12.3
タカハラ　カナコ

高原　かなこ チェリーヒルズゴルフクラブ 14.6
セトグチ　ユキエ

瀬戸口　裕貴枝 兵庫県ゴルフ連盟 12.7
イケオカ　キョウコ

池岡　匡子 三田レークサイドカントリークラブ 21.0
ヤマモト　チハル

山本　千春 ジャパンビレッジゴルフクラブ 12.4
ホリイ　チエコ

堀井　千恵子 北神戸ゴルフ場 18.4
ウラベ　アキコ

占部　聡子 有馬ロイヤルゴルフクラブ 15.0

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）又は高室池ゴルフ倶楽部（ 0795-42-8100)までご連絡ください。

　　無断欠場の場合は、本競技を含め１年間の競技出場を停止する。

会場：高室池ゴルフ倶楽部 第17回兵庫県レディースゴルフ大会

2021年11月01日(月)　 スタート時刻及び組合せ
OUT IN

20 07:38

2021/10/29

1 07:30 10 08:42 19 07:30 28 08:42

22 07:54

29 08:50

3 07:46 12 08:58 21 07:46 30 08:58

2 07:38 11 08:50

24 08:10

31 09:06

5 08:02 14 09:14 23 08:02 32 09:14

4 07:54 13 09:06

26 08:26

33 09:22

7 08:18 16 09:30 25 08:18 34 09:30

6 08:10 15 09:22

参加人数　１３５名

競技委員長　里深　真弓

35 09:38

9 08:34 18 09:46 27 08:34 36 09:46

8 08:26 17 09:38


