
      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 6日（月）
会 場：オリムピックゴルフ倶楽部 9月1日付
ＯＵＴ

組 ｽﾀｰﾄ時刻
ミシマ ヨウイチ サワヤマ ヒロカズ モリ ヒロシ ババ ヒロミ

1 8時00分 三 島 陽 一 風に負けないゴルフ 9.1 澤 山 博 一 Festina Lente 9.8 森      博 POLO & TEN 13.4 馬 場 博 美 チーム89 17.1
ヒロセ マサユキ タカセ ヨシノリ マエダ ヤスヒロ イソワ ユカ

2      08分 弘 瀬 政 幸 ふきのとう 6.4 高 瀬 佳 典 猪突猛進 10.3 前 田 裕 弘 チーム岩崎Ｂ 12.8 磯 和 由 佳 Team4860 14.4
トミモト マサノリ スギハラ キンゴ コバヤシ トモフミ

3      16分 富 本 昌 典 チームおのころ 9.3 杉 原 欽 互 中川組＠武庫ノ台 9.6 小 林 知 史 播磨自然高原船坂 10.1
ヨコタ ヨシヒデ コホリ ミネタカ ユカワ カズヒコ カノミ レイコ

4      24分 横 田 芳 英 チームSEIBAN 9.3 小 堀 峰 孝 スポコン21 10.0 湯 川 和 彦 関西Tee-Back党2号 20.0 嘉ノ海 令 子 ミラクルビューティー 9.7
ヤマモト テルアキ タカセ カズヒロ シマダ ユキノリ タナカ ユリコ

5      32分 山 本 照 明 イーグレゴルフ同好会 8.4 髙 瀬 和 弘 神戸オージンズ 9.5 島 田 幸 紀 チーム ＦＵＬＬ ＳＷＩＮＧ 10.9 田 中 由里子 男前レディース 18.0
ハザマ タメヒロ ニシムラ ヨシアキ イガミ マサフミ フジナガ キヨ

6      40分 間   為 展 こうのとりⅡ 9.6 西 村 義 昭 関西tee-back党1号 13.3 居 神 正 文 チーム矢野パン 17.0 藤 永 記 代 チームeo 8.5
アリカワ ヤスユキ ヤマモト ユウゾウ イリエ オサム イシヅカ ケイコ

7      48分 有 川 安 幸 イーグレゴルフ同好会 6.6 山 本 祐 三 風に負けないゴルフ 10.0 入 江   修 Team4860 12.4 石 塚 啓 子 ふきのとう 14.0
タニオカ ヨシオ シブヤ カツヒコ ユカワ ケイコ マツモト トシコ

8      56分 谷 岡 由 男 チームSEIBAN 7.5 渋 谷 勝 彦 こうのとりⅡ 11.2 湯 川 慶 子 関西Tee-Back党2号 11.7 松 本 敏 子 スポコン21 20.0
オオニシ ケイゾウ ナカガワ ツヨシ キモト カズヨシ オオツジ チカコ

9 9時04分 大 西 慶 藏 チーム ＦＵＬＬ ＳＷＩＮＧ 6.5 中 川 剛 志 関西tee-back党1号 11.4 木 本 和 好 POLO & TEN 14.9 大 辻 慎 子 チーム89 15.2
フジモト サトミ イマイ タカヨ タキイ チエコ

10      12分 藤 本 悟 己 猪突猛進 12.9 今 井 隆 代 ミラクルビューティー 7.5 瀧 井 千恵子 チーム岩崎Ｂ 12.2
イシハラ ユキヒサ カシナ タダシ シンクラ ユミ ヤマモト アキコ

11      20分 石 原 幸 久 播磨自然高原船坂 11.4 神志名   格 中川組＠武庫ノ台 13.8 新 倉 由 海 Festina Lente 10.0 山 本 明 子 チームおのころ 12.2
ツボタ ノブユキ まつくら あつひろ クラタ ヨシミ ヤマモト サトコ

12      28分 坪 田 信 幸 チーム ＦＵＬＬ ＳＷＩＮＧ 6.9 松 倉 厚 弘 イーグレゴルフ同好会 17.8 倉 田 良 美 チームeo 7.4 山 本 さと子 男前レディース 12.1
モリツジ ケンジ フジカワ セイゾウ タカヤマ ミワ

13      36分 森 辻 健 治 チーム矢野パン 12.7 藤 川 清 三 神戸オージンズ 16.5 髙 山 美 和 男前レディース 6.0
コバヤシ ヒデキ イグチ トミオ イシイ ヒロユキ ヤマダ テルコ

14      44分 小 林 英 喜 猪突猛進 5.5 井 口 富 夫 ふきのとう 7.4 石 井 裕 之 こうのとりⅡ 11.0 山 田 照 子 チーム89 17.9
キムラ ナオキ トノガキ テツヤ コジマ コウイチ オクノ ミホコ

15      52分 木 村 直 樹 チーム矢野パン 8.3 殿 垣 哲 也 Team4860 8.8 小 島 浩 一 神戸オージンズ 13.2 奥 野 美穂子 チームおのころ 14.3
アシダテ ミツヤス ウエミ タケシ ミズノ ヒロユキ アオキ アサコ

16 10時00分 足 建 充 康 関西Tee-Back党2号 6.6 上 三 剛 史 Festina Lente 8.7 水 野 博 之 関西tee-back党1号 15.8 青 木 朝 子 風に負けないゴルフ 12.2
オギノ ヒロシ ナカガワ アキヒロ カタヤマ ヨシヒコ ホリ ハルミ

17      08分 荻 野 博 志 チームeo 5.8 中 川 明 博 中川組＠武庫ノ台 10.2 片 山 嘉 彦 スポコン21 14.4 堀   明 美 チーム岩崎Ｂ 13.3
タケウチ ヨシカズ クリノ ヨシノリ ショウガキ フミトシ モリサワ ヨウコ

18      16分 竹 内 嘉 一 POLO & TEN 5.5 栗 野 良 徳 播磨自然高原船坂 9.8 正 垣 二三歳 チームSEIBAN 13.8 森 澤 陽 子 ミラクルビューティー 11.0

＜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
ヤスヒラ ヤスヒロ イシヅカ ヒデノリ フジモト カズヤ オオハラ チヒロ

19 8時00分 安 平 康 宏 チーム岩崎Ｂ 6.9 石 塚 秀 憲 チームeo 12.7 藤 本 和 也 Team4860 13.6 大 原 千 尋 風に負けないゴルフ 20.0
イワタ ノブアキ ウスイ ナオキ オカ ヒロコ

20      08分 岩 田 展 明 ふきのとう 9.3 臼 井 直 規 チームおのころ 12.5 岡   広 子 関西Tee-Back党2号 9.8
イウチ ジロウ タムラ ヒデフミ タケウチ ユキコ カナタニ シゲミ

21      16分 伊 内 二 郎 神戸オージンズ 5.0 田 村 秀 史 チーム89 14.6 竹 内 由岐子 POLO & TEN 12.9 金 谷 茂 美 チームSEIBAN 14.2
マルヤマ マサヒロ ミヤタ マサフミ シイダ トシエ シモツサ ユミコ

22      24分 丸 山 正 洋 猪突猛進 8.6 宮 田 雅 史 Festina Lente 16.8 椎 田 淑 惠 ミラクルビューティー 9.7 下津佐 由美子 イーグレゴルフ同好会 12.7
トミモト ケイジ オオイシ ヒデキ オカモト タケシ ハラダ サトミ

23      32分 冨 本 啓 司 播磨自然高原船坂 7.0 大 石 秀 樹 中川組＠武庫ノ台 7.6 岡 本   猛 こうのとりⅡ 14.0 原 田 聡 美 男前レディース 17.4
カノウ ヤスヒロ イマガワ ヨシタカ マツモト アキフミ イシカワ アキコ

24      40分 加 納 靖 浩 チーム矢野パン 8.0 今 川 義 隆 チーム ＦＵＬＬ ＳＷＩＮＧ 10.8 松 本 明 文 スポコン21 18.1 石 川 明 子 関西tee-back党1号 10.3
エンジョウジ マコト アオキ トオル ヤマゾエ マチコ カタヤマ サチコ

25      48分 円城寺   誠 チーム89 6.2 青 木   亨 風に負けないゴルフ 15.3 山 添 町 子 チームSEIBAN 7.3 片 山 幸 子 スポコン21 20.0
カジ マサタカ ウエダ トオル たかい ひろみ

26      56分 梶   雅 貴 チーム ＦＵＬＬ ＳＷＩＮＧ 13.0 上 田   徹 関西Tee-Back党2号 13.5 高 井 博 美 ミラクルビューティー 9.6
フジナガ ショウタロウ ツボネ シンイチロウ ナカジマ ミワ モリタ ミドリ

27 9時04分 藤 永 昭太郎 チームeo 7.2 坪 根 真一郎 播磨自然高原船坂 13.1 中 嶋 美 和 チーム岩崎Ｂ 12.9 森 田 実登梨 中川組＠武庫ノ台 13.0
クサカベ ヨシカズ ミズコシ カツヤ モリ ケンイチ イノウエ ヤスエ

28      12分 日下部 義 和 イーグレゴルフ同好会 4.8 水 越 勝 也 Team4860 5.6 森   健 一 POLO & TEN 20.0 井 上 泰 江 こうのとりⅡ 20.0
ホンマ タダシ ワダ ケンイチ イシモト マサト フジイ ヒロコ

29      20分 本 間   忠 ふきのとう 4.2 和 田 研 一 猪突猛進 11.6 石 本 雅 人 関西tee-back党1号 13.1 藤 井 弘 子 男前レディース 10.3
ヤノ トモヒロ ナガハマ ケイジ フクタニ トシヒロ ツカモト スイコ

30      28分 矢 野 智 洋 チーム矢野パン 8.6 ⾧ 浜 慶 治 神戸オージンズ 14.0 福 谷 俊 広 チームおのころ 15.4 塚 本 粹 子 Festina Lente 14.9
オギノ ヒデアキ ヒラカタ ダイスケ ナカノ マサヒロ キタガワ ヒトミ

31      36分 荻 野 英 昭 チーム岩崎Ｂ 9.7 平 方 大 輔 風に負けないゴルフ 10.3 中 野 正 博 Team4860 14.2 北 川 日登美 ミラクルビューティー 20.0
マツウラ タケシ マツダ タダシ オノエ ミヤコ

32      44分 松 浦 剛 士 中川組＠武庫ノ台 1.8 松 田   正 チームSEIBAN 8.7 尾 上 みや子 播磨自然高原船坂 10.9
コニシ ヨウイチ オカモト ノリツグ オオバヤシ カツヒコ キタノ タカコ

33      52分 小 西 洋 一 ふきのとう 8.4 岡 本 則 次 関西Tee-Back党2号 10.5 大 林 勝 彦 こうのとりⅡ 13.2 北 野 貴 子 チーム ＦＵＬＬ ＳＷＩＮＧ 9.0
マツウラ シゲオ サトウ カズミ モリ シゲト タナカ ノリコ

34 10時00分 松 浦 繁 夫 チームeo 10.1 佐 藤 一 味 POLO & TEN 12.0 森   茂 人 スポコン21 13.4 田 中 典 子 神戸オージンズ 9.8
オグラ トシヒコ ヤマグチ スミトモ ワカヤマ マサエ ヒラタ エミコ

35      08分 小 椋 俊 彦 チーム89 12.4 山 口 住 友 関西tee-back党1号 14.6 若 山 雅 恵 猪突猛進 4.5 平 田 恵美子 Festina Lente 14.5
ナカシマ タクミ マエバヤシ タカユキ ヨコヤマ マスミ オキ リョウコ

36      16分 中 島 拓 己 イーグレゴルフ同好会 5.2 前 林 孝 幸 チームおのころ 9.8 横 山 真 純 チーム矢野パン 20.0 沖   良 子 男前レディース 20.0

【23ﾁｰﾑ】 男子選手（ 93名） 女子選手（ 45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）又はオリムピックゴルフ倶楽部(0794-88-2388)
  までご連絡のこと。 競技委員⾧  吉 田  正 治

       兵庫県ゴルフ連盟
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