
開催日：令和３年１１月１５日（月）
会 場：鳴尾ゴルフ倶楽部 2021/11/9
OUT

組 ｽﾀｰﾄ時刻 氏    名 ゴルフ協会 氏    名 ゴルフ協会 氏    名 ゴルフ協会 氏    名 ゴルフ協会

オカモト アキノリ タナカ ヨシハル ミヤモト ヨシノリ

岡 本 昭 徳 田 中 善 治 宮 本 吉 宣

ツジモト タカコ ヤギ キヨヒデ クロダ タカマサ ヨネダ チアキ

辻 本 尚 子 八 木 清 秀 黒 田 隆 将 米 田 千 明

イシノ カズヤ タカミ トモアキ イノウエ タケシ ミワ シノブ

石 野 和 也 高 見 友 章 井 上 武 志 三 輪 枝 延

トガ シゲミ アオタ ケンゴ マサキ カオル コウダ ヒデトシ

渡 加 繁 美 青 田 健 吾 正 木   薫 幸 田 秀 敏

ニシダ ヨシロウ カンベ ヨウイチ キシガミ ヨシアキ オノ モトヒデ

西 田 好 郎 神 戸 洋 一 岸 上 義 明 尾 野 元 英

アサオ シゲト マエバヤシ タカユキ ハシモ トテツジ ヤマネ セイジ

浅 尾 茂 人 前 林 孝 幸 橋 本 哲 治 山 根 整 二

マツオカ ヒデオ クサカベ ヨシカズ キミザキ ワタル タカハシ ヒロヤス

松 岡 日出夫 日下部 義 和 君 﨑   渉 高 橋 宏 安

イノウエ コウソン ヒラタ ヒロキ カゴタニ ヨシアキ キタ トシオ

井 上 公 尊 平 田 弘 樹 篭 谷 芳 明 喜 多 敏 夫

ウエダ テツヤ アダチ リュウコ アサオ カズコ フドウ ヒロユキ

上 田 哲 也 足 立 龍 子 浅 尾 和 子 不 動 博 之

カマタニ タカフミ ツマモト ミツユキ タキモト トシユキ フジタ フミヨシ

鎌 谷 孝 文 裙 本 光 幸 瀧 本 利 幸 藤 田 文 吉

スズキ フミオ エグチ トシユキ フジオカ モリオ ミナミ リカ

鈴 木 章 夫 江 口 利 行 藤 岡 守 男 南   理 香

カナダ コウジ コレノブ ミツヒデ ワダ ジュンイチ オリタ シュウサク

金 田 弘 二 是 信 光 秀 和 田 順 市 折 田 修 作

アラキ ヨシオ オオノ マサタカ ミヤケ クミコ ヒダ カズヒサ

荒 木 吉 雄 大 野 正 貴 三 宅 久美子 肥 田 和 久
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ハシモト ヨシタカ モリ ヒデキ エノキ エイジ ハセガワ ヨシヒロ

橋 本 仁 孝 森   英 樹 榎   栄 治 ⾧谷川 允 宏

タカハシ ジュン カジモト テツオ コバヤシ アキオ フジサキ ケン

高 橋   潤 梶 本 哲 雄 小 林 章 夫 藤 﨑   研

サイトウ ヒデオ アサダ タツミ マツダ キクジ モリ シゲル

齊 藤 英 男 浅 田 龍 実 松 田 菊 次 森     茂

アダチ タケノリ カンベ シンスケ サカモト ミドリ タンゴ マサアキ

足 立 毅 憲 神 戸 伸 介 阪 本   緑 丹 後 正 昭

ワタナベ ケンタ アオキ ヨウスケ コンドウ ナオタカ ハシヅメ ヒサナガ

渡 邊 健 太 青 木 要 介 近 藤 直 孝 橋 詰 久 永

ヤマグチ ショウイチ オオクラ マコト ヨシムラ ヤスシ ダンドコ シゲオ

山 口 省 一 大 倉   誠 吉 村   康 段 床 繁 雄

モリタ シュンジ ハト ヒロキ ヤマモト リュウイチ ハヤシ シゲノブ

森 田 俊 二 波 戸 大 樹 山 本 隆 一 林   重 信

フジタ ヒデアキ マエダ ススム タニゴウ リョウマ コウゲ ヒロユキ

藤 田 秀 昭 前 田   升 谷 郷 龍 馬 高 下 弘 之

イナバ タカヒロ ナカノ トヨオ タカタ ヒサユキ ゼンサイ トシアキ

稲 葉 隆 弘 中 野 豊 雄 高 田 尚 幸 善 斉 敏 明 

イケダ アキヒサ タカスギ アユミ ナガイ ヒデオ タカダ シゲル

池 田 晃 久 高 杉 有優美 永 井 英 男 高 田   茂

ナカオ リュウタ イシバシ ミワ サカグチ ケンジ ミヤグチ ジュン

中 尾 隆 太 石 橋 三 和 坂 口 賢 二 宮 口   淳

クロダ ツギヨシ キタダ シンイチ モリ ノブアキ マツイ マサシ

黒 田 次 義 北 田 伸 一 森   信 明 松 井 精 史

        競技委員⾧  山 田 眞 三

第2回  兵庫県民ゴルフ決勝大会
スタート時刻及び組合せ

1 8時00分 川西市 神戸市 芦屋市

3      14分 加古川市 南あわじ市 三木市 小野市

2      07分 三田市 姫路市 西宮市 豊岡市

5      28分 丹波篠山市 加東市 宝塚市 西宮市

4      21分 猪名川町 神崎郡 淡路市 三田市

7     42分 豊岡市 加古川市 猪名川町 神崎郡

6      35分 芦屋市 淡路市 南あわじ市 三木市

9      56分 神戸市 丹波篠山市 芦屋市 南あわじ市

8      49分 宝塚市 三田市 小野市 川西市

11      10分 西宮市 三木市 川西市 宝塚市

10 9時03分 加東市 猪名川町 豊岡市 姫路市

13      24分 川西市 姫路市 丹波篠山市 加東市

12      17分 小野市 神戸市 神崎郡 淡路市

15      07分 神崎郡 宝塚市 豊岡市 芦屋市

14 8時00分 神戸市 西宮市 川西市 猪名川町

17      21分 三木市 加東市 西宮市 丹波篠山市

16      14分 姫路市 小野市 三田市 南あわじ市

19      35分 宝塚市 芦屋市 丹波篠山市 神崎郡

18      28分 川西市 猪名川町 神戸市 淡路市

21      49分 三田市 淡路市 三木市 加東市

20     42分 豊岡市 南あわじ市 小野市 姫路市

23 9時03分 神戸市 丹波篠山市 猪名川町 宝塚市

22      56分 加古川市 神崎郡 淡路市 西宮市

25      17分 姫路市 三木市 加東市 小野市

24      10分 南あわじ市 三田市 芦屋市 豊岡市


