
      第15回 のじぎくチーム対抗戦 2021ゴルフ大会 スタート時刻及び組合せ
開催日：令和 3年 9月 1日（水）
会 場：芦屋カンツリー倶楽部 8月30日付
ＯＵＴ

組 ｽﾀｰﾄ時刻
イシイ カツヒサ ノムラ ヨシキ タカイ マサカズ ナリタ ミンジ

1 8時00分 石 井 勝 久 チームUEMURA 6.8 野 村 良 樹 BSTY 9.1 高 井 理 収 菊水GC会チームT 15.7 成 田 ミンジ 山ガール 9.1
カワサキ ヤスヒト クリヤマ ユウキ フジモト マサヒロ ウエダ マキ

2      08分 川 崎 靖 仁 チームてんとう虫 6.8 栗 山 裕 喜 ポチャの会 9.5 藤 本 昌 宏 チーム神出 10.0 上 田 真 樹 うっちゃん家 20.0
オカウラ ヨシハル テラシマ タツオ ナリタ ケイコ

3      16分 岡 浦 義 治 井上連合 10.5 寺 嶋 辰 男 シニアファイターズ 13.2 成 田 京 子 ロイヤルズ 14.5
タカハラ タクヤ ナンバ サトシ ミヤモト ヨシノリ マツオ カズコ

4      24分 高 原 拓 也 錬成会 1.6 難 波   諭 PL男組 8.6 宮 本 吉 宣 きっしゃん 15.0 松 尾 量 子 量子を守る会 20.0
ドウモト スグル ニシムラ カズフミ クボ マミ トダ ミネコ

5      32分 堂 本   卓 播州東洋A 9.6 西 村 和 文 チームひまわり 11.7 久 保 ま み チームゴールデン 8.7 戸 田 美根子 Seventies 14.6
トヨシマ マサユキ キリモト タケシ タナカ ヤスオ サイトウ ヒロコ

6      40分 豊 嶋 賢 之 優勝いただき隊2 2.3 桐 本 武 志 チーム T・K 18.6 田 中 康 夫 はちみつレモン 20.0 齊 藤 弘 子 星組 3.8
サトウ リョウスケ ミヤモト マサキ フジイ カオル ウラベ アキコ

7      48分 佐 藤 亮 介 菊水GC会チームT 7.6 宮 本 雅 規 チームUEMURA 8.7 藤 井   薫 量子を守る会 20.0 占 部 聡 子 ロイヤルズ 9.7
モリモト コウジ セキイ ミノル ムロヤマ ノリユキ ニシダ リエ

8      56分 森 本 浩 二 播州東洋A 8.0 関 井   稔 はちみつレモン 14.3 室 山 典 之 チーム神出 17.4 西 田 利 恵 井上連合 10.6
ミツオカ アキト クスモト キヨシ ウエムラ ユキエ ウチダ ユウコ

9 9時04分 光 岡 明 人 BSTY 9.7 楠 本   潔 チームひまわり 10.4 上 村 優貴恵 山ガール 6.0 内 田 祐 子 うっちゃん家 20.0
アサオ シゲト クロダ マサシ ツカグチ フトシ

10      12分 浅 尾 茂 人 チーム T・K 12.6 黒 田 晶 志 チームてんとう虫 13.5 塚 口 太 司 錬成会 14.5
サワダ ユウコウ カンダ ケイゾウ とだ ひろし キカワ ノリコ

11      20分 澤 田 雄 幸 チームゴールデン 7.5 神 田 啓 三 ポチャの会 11.0 戸 田   宏 Seventies 14.8 木 川 典 子 星組 14.8
クボタ アキヨシ スギムラ ユタカ キシダ ユキオ キタノ ヒロコ

12      28分 久保田 章 充 優勝いただき隊2 6.2 杉 村   裕 シニアファイターズ 14.7 岸 田 幸 雄 きっしゃん 15.1 北 野 弘 子 PL男組 12.5
アサヤマ タツヤ ナカジマ ヨウタロウ ツジノ ユカ

13      36分 朝 山 達 也 チームてんとう虫 10.0 中 島 洋太郎 Seventies 11.0 辻 野 由 佳 ロイヤルズ 9.8
フルタニ ナオユキ フジモト ヨシト フジナワ ケンジ ワジマ フミコ

14      44分 古 谷 尚 之 BSTY 8.8 藤 本 義 人 チーム神出 14.4 藤 縄 健 二 チームUEMURA 20.0 和 嶋 郁 子 山ガール 8.5
クメ モトシ ハシムラ マサヨシ イナダ ヨウスケ セキイ ヨシコ

15      52分 久 米 基 支 優勝いただき隊2 4.8 橋 村 正 義 チームゴールデン 10.7 稲 田 陽 介 きっしゃん 14.1 関 井 佳 子 はちみつレモン 20.0
ヨシタニ ヒロユキ ヒラヤマ シンイチ ツネイ ユウスケ アサオ カズコ

16 10時00分 吉 谷 博 之 シニアファイターズ 5.4 平 山 伸 一 PL男組 7.9 常 井 祐 輔 うっちゃん家 18.7 浅 尾 和 子 チーム T・K 11.9
ナルタキ オサム オカモト ヒトシ イケダ ヒロノブ タカギ サユリ

17      08分 鳴 滝   修 播州東洋A 9.4 岡 本   仁 ポチャの会 10.2 池 田 広 信 菊水GC会チームT 11.6 高 木 さゆり チームひまわり 13.2
カミムラ ケンスケ カドワキ カズノブ フジタ ヒデアキ センジュ マリコ

18      16分 上 村 研 介 井上連合 6.3 角 脇 一 暢 量子を守る会 11.0 藤 田 秀 昭 錬成会 13.6 千 住 真理子 星組 18.6

＜注＞ 最新のインデックス証明書を持参のこと。持参無き場合は、競技無効となることがある。
ＩＮ

組 ｽﾀｰﾄ時刻
ミヤザキ ヤスヒト ウエムラ ヨシヒデ テラモト キョウコ

19 8時00分 宮 﨑 康 人 チームてんとう虫 14.0 上 村 佳 秀 チームUEMURA 12.5 寺 本 恭 子 ロイヤルズ 9.9
カタオカ テツオ ヨシカワ マサノブ ナカイ ツヨシ ハヤシダ シュンジ

20      08分 片 岡 徹 夫 はちみつレモン 8.2 吉 川 正 信 ポチャの会 8.3 中 井   剛 チーム神出 11.7 林 田 俊 治 シニアファイターズ 11.8
シンタニ アツシ タナカ ヤスシ オガワ ヨシツグ タナカ ジュンコ

21      16分 新 谷   敦 井上連合 2.6 田 中 泰 司 BSTY 6.6 小 川 貴 嗣 きっしゃん 13.0 田 中 純 子 菊水GC会チームT 18.8
カニタニ マサヒコ うちだ しんじ イシダ マサミ フジタ カズコ

22      24分 蟹 谷 雅 彦 量子を守る会 5.5 内 田 慎 治 うっちゃん家 9.5 石 田 征 巳 錬成会 18.0 藤 田 かず子 星組 14.1
スギヤマ タカヒデ モリモト カズヒコ ナカジマ キヨシ ヨネダ ナヲ

23      32分 杉 山 隆 英 チームゴールデン 森 本 和 彦 播州東洋A 8.7 中 島   清 Seventies 11.3 米 田 な を チームひまわり 18.9
マスイ ショウジ フジカワ ヒロアキ ヤハタ テツヤ ミヤモト キクコ

24      40分 桝 井 昭 二 PL男組 6.6 藤 川 泰 章 優勝いただき隊2 12.0 八 幡 哲 也 チームUEMURA 20.0 宮 本 規久子 はちみつレモン 16.0
コマツ マサシ タケウチ ヒロシ ワタナベ ミヤコ イシバシ ミワ

25      48分 小 松 政 司 播州東洋A 8.0 竹 内 博 史 チーム T・K 14.8 渡 部 美弥子 山ガール 7.6 石 橋 三 和 チームてんとう虫 10.7
キシダ マサヒロ ニシノツジ イサオ ナカハタ シゲキ ヤマダ アリサ

26      56分 岸 田 全 弘 量子を守る会 9.2 西之辻   功 チームひまわり 11.1 中 畑 茂 喜 PL男組 13.2 山 田 有 沙 ポチャの会 17.0
ミウラ カズト ツボウチ タカシ ウエスナグチ チエコ モリヤ ケイコ

27 9時04分 三 浦 和 人 チームゴールデン 9.3 坪 内 貴 志 うっちゃん家 19.8 上砂口 千恵子 錬成会 11.4 守 谷 啓 子 星組 13.7
ナイトウ ユウイチ ヤマモト イサム イワモト ユキコ カゴノ ヨウコ

28      12分 内 藤 祐 一 チーム神出 15.0 山 本   勇 菊水GC会チームT 15.8 岩 本 由貴子 山ガール 9.4 加護野 葉 子 Seventies 12.5
マツムラ ヤスノリ イシイ ヒトミ ミツオカ エリ

29      20分 松 村 康 範 チーム T・K 19.6 石 井 ひとみ 優勝いただき隊2 11.3 光 岡 枝 里 BSTY 12.3
イノウエ マサユキ ヒラノ ヤスナリ コバヤシ ナオミ ササキ トモコ

30      28分 井 上 正 之 井上連合 13.2 平 野 安 成 シニアファイターズ 19.2 小 林 直 美 きっしゃん 7.7 佐々木 朋 子 ロイヤルズ 13.2
コサカ ケント マエダ コウジ アマコ カヨ

31      36分 小 坂 健 斗 菊水GC会チームT 5.7 前 田 浩 司 量子を守る会 13.0 尼 子 佳 代 チームUEMURA 11.7
ヌマベ ツヨシ ムラカミ マサノブ ヨシノ ヒロアキ イナバ サワミ

32      44分 沼 部   健 チームてんとう虫 9.0 村 上 雅 信 優勝いただき隊2 12.0 吉 野 弘 昭 錬成会 20.0 稲 葉 さわみ チームゴールデン 12.6
トダ ミツノリ トメダ シュウゾウ マサズミ サヤカ ハヤセ テイコ

33      52分 戸 田 光 律 山ガール 6.5 留 田 修 三 チーム T・K 12.5 昌 角 紗也加 はちみつレモン 10.3 早 瀬 禎 子 チーム神出 20.0
モリモト ナオキ マキト トモキ ヨシダ トシコ ヤマグチ フミエ

34 10時00分 森 本 直 樹 BSTY 3.0 牧 戸 知 樹 きっしゃん 20.0 吉 田 稔 子 播州東洋A 7.7 山 口 夫美惠 星組 18.0
シノ ヒロヨシ ヒロセ ヤスヒロ ハラダ マサコ アマノ カナコ

35      08分 篠   裕 美 Seventies 11.5 廣 瀬 康 宏 井上連合 13.0 原 田 雅 子 ロイヤルズ 8.9 天 野 佳奈子 シニアファイターズ 14.0
カリタニ マサノブ ヤスモト カズヒロ ナカバヤシ ユキ ホリカミ チアキ

36      16分 苅 谷 昌 宣 PL男組 9.5 安 本 和 博 ポチャの会 10.6 中 林 由 紀 チームひまわり 13.2 堀 上 千 晶 うっちゃん家 20.0

【23ﾁｰﾑ】 男子選手（ 94名） 女子選手（ 44名） 総数138名
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5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）又は芦屋カンツリー倶楽部(0797-31-0501)
  までご連絡のこと。 競技委員⾧  中  村     徹

       兵庫県ゴルフ連盟
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