
      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13日（月）
会 場：北六甲カントリー俱楽部・東コース 9月1日付
ＯＵＴ

組 ｽﾀｰﾄ時刻
ハラグチ マモル サトウ トモヒロ ナカセ タカシ オオカワ カズエ

1 8時00分 原 口   守 オールチェリーズ 6.8 佐 藤 友 弘 垂水ボギーズ 9.9 中 瀬 恭 司 チームK 10.1 大 川 和 恵 塩となつみかん 15.2
キタヤマ ヒデノリ イワサキ カズアキ ワタナベ ヒロミ フルカワ シノ

2      08分 北 山 英 則 チームfujiono 4.3 岩 崎 一 明 チーム岩崎Ａ 12.8 渡 邊 広 美 チーム フレ 11.7 古 川 志 野 KRパンキーズ 12.0
ミズハタ イチロウ オオモリ タカマサ ナカムラ マサアキ ミナミ アキコ

3      16分 水 畑 伊知郎 チーム市川G 5.4 大 森 貴 正 チームKIDS 11.0 中 村 雅 明 垂水フレンズ 16.5 南    亜紀子 KRポンキーズ 9.0
モリ タダシ コタニ シュンイチ テラド ヨシアキ ハラダ ソノヨ

4      24分 森   忠 司 IMO 3.8 小 谷 俊 一 やしろの仲間たち 7.7 寺 戸 義 明 チーム 新 上がってナンボ 12.2 原 田 園 代 KRピンキーズ 15.3
ボウオカ マサタカ ムラタ ミツオ フジイ タカシ ニシモト ヤスヨ

5      32分 坊 岡 正 貴 チーム チキチータ 10.1 村 田 満 男 菊水友之の会 10.8 藤 井   孝 山陽スペシャル 13.3 西 本 恭 世 レークのすてきな仲間 9.4
モリ マサノリ タキモト カズヒコ オカ カズシ コバヤシ アツコ

6      40分 森   正 典 一姫とゴルキチ達 9.9 瀧 元 一 彦 千草ババファミリー 9.2 岡   和 史 チーム元元 13.6 小 林 厚 子 こばｃｈａｎ 11.4
カワキ カタヤマ ツヨシ ニシダ タロウ ヨシオカ カヨコ

7      48分 川 木 智 史 オールチェリーズ 7.0 片 山   剛 チーム 新 上がってナンボ 14.1 西 田 太 郎 チーム チキチータ 14.6 吉 岡 佳与子 チームK 10.1
カワサキ マサミ タルイ フミヨ ノムラ イツコ  タナカ キヨミ

8      56分 川 崎 雅 美 山陽スペシャル 11.2 樽 井 富美代 レークのすてきな仲間 9.4 野 村 伊津子 KRパンキーズ 16.7 田 中 喜代美 チーム フレ 16.9
クモヤマ タケヒコ フキハラ ヤスヒロ オオモリ イチロウ ノトハラ マチコ

9 9時04分 雲 山 武 彦 チームfujiono 8.2 蕗 原 康 弘 チーム市川G 9.7 大 森 一 郎 垂水フレンズ 11.7 能登原 眞知子 KRピンキーズ 14.0
ババ シンゴ コバヤシ ハジメ イズミ シキコ トクシゲ エイコ

10      12分 馬 場 愼 吾 千草ババファミリー 10.6 小 林   元 チーム元元 10.8 和 泉 志貴子 一姫とゴルキチ達 11.3 徳 重 英 子 やしろの仲間たち 12.1
ヨシノ アキラ クマガイ マコト ヤスフク ノリコ ミズシマ ヨウコ

11      20分 吉 野   章 IMO 5.8 熊 谷   誠 チームKIDS 10.5 安 福 のり子 垂水ボギーズ 13.2 水 島 陽 子 チーム岩崎Ａ 13.8
キタノ トモユキ ヤマネ マサカズ オオカワ オサム ヨシイ ノリコ

12      28分 北 野 友 之 菊水友之の会 7.6 山 根 正 和 こばｃｈａｎ 8.0 大 川   治 塩となつみかん 17.5 吉 井 典 子 KRポンキーズ 8.1
ナカガワ ツヨシ ミホハラ トシカズ ナガフジ ヤスオ ナカヒラ ユカコ

13      36分 中 川   剛 IMO 7.7 神保原 敏 和 チーム市川G 10.0 ⾧ 藤 安 男 菊水友之の会 10.5 中 平 由香子 チームK 17.0
ハシモト ヒロユキ イタムラ ミヤモト ヒデオ ウエサカ ミチヨ

14      44分 橋 本 博 之 チーム元元 12.5 板 村 善 夫 垂水ボギーズ 14.0 宮 本 英 夫 千草ババファミリー 17.5 上 阪 美千代 チームfujiono 6.0
シラキ ケンイチ イノウエ カツヨシ ウエダ ナオキ シマムラ フクコ

15      52分 白 木 健 一 一姫とゴルキチ達 5.5 井 上 勝 好 垂水フレンズ 15.2 上 田 尚 希 チーム フレ 18.8 嶋 村 福 子 KRポンキーズ 8.0
スギハラ コウタロウ ウエダ テツヤ オオノ ヨシミ テラモト ユウコ

16 10時00分 杉 原 浩太朗 チーム岩崎Ａ 6.3 上 田 哲 也 こばｃｈａｎ 12.9 大 野 佳 美 オールチェリーズ 9.2 寺 本 祐 子 KRピンキーズ 14.5
ヨシダ マサル ヒラノ コウタロウ ヤマウチ イサミ タケダ ムツミ

17      08分 吉 田   優 レークのすてきな仲間 6.7 平 野 高太郎 チームKIDS 10.0 山 内 伊三見 塩となつみかん 15.9 武 田 睦 実 KRパンキーズ 11.0
ウスイ タカシ ヤマグチ タカアキ ツチヤ タカコ ボウダ ユウコ

18      16分 臼 井   崇 チーム チキチータ 6.2 山 口 隆 昭 チーム 新 上がってナンボ 12.0 土 屋 多賀子 やしろの仲間たち 9.6 帽 田 裕 子 山陽スペシャル 18.8

＜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
イシハラ タツヤ カワグチ ヨシオ ヤギ ヒロミ ナガヤ ユウコ

19 8時00分 石 原 達 也 一姫とゴルキチ達 7.2 川 口 芳 雄 オールチェリーズ 7.6 八 木 弘 己 垂水フレンズ 9.5 永 谷 裕 子 チーム岩崎Ａ 16.7
サカグチ ツナトシ アリタ クニアキ フナモト ケンジ オグラ アケミ

20      08分 阪 口 綱 俊 チームKIDS 3.4 有 田 國 昭 菊水友之の会 8.2 船 本 健 二 チームK 20.0 小 倉 朱 美 KRパンキーズ 12.9
オオヒガシ シゲノリ ミヤモリ タダノリ ヨシフジ ウメ ヤマウチ クルミ

21      16分 大 東 重 則 レークのすてきな仲間 5.0 宮 森 忠 則 チームfujiono 10.2 吉 藤 宇 め KRポンキーズ 12.0 山 内 繰 美 塩となつみかん 16.0
ナカガワ コウイチ コバヤシ カズヒコ コウヅキ ヒロアキ タナベ ケイコ

22      24分 中 川 幸 一 垂水ボギーズ 7.1 小 林 和 彦 千草ババファミリー 9.7 上 月 博 明 山陽スペシャル 12.2 田 辺 桂 子 チーム 新 上がってナンボ 13.3
ミヤモト コウキ オカニシ エイサク モリナガ チサコ イイダ ミワ

23      32分 宮 本 幸 樹 チーム元元 9.7 岡 西 栄 作 チーム チキチータ 15.1 守 ⾧ 知佐子 チーム市川G 8.2 飯 田 美 和 IMO 8.4
キタガワラ フミオ ホウライ ヒロキ オカダ イクコ キョ ユキ

24      40分 北川原 文 夫 やしろの仲間たち 10.7 蓬 莱 大 樹 こばｃｈａｎ 18.0 岡 田 郁 子 チーム フレ 5.8 許   由 希 KRピンキーズ 9.0
ハマグチ アキラ コンドウ ゴウ カタヤマ トオル フクモト ミキ

25      48分 濵 口   晃 レークのすてきな仲間 6.6 近 藤   豪 チーム 新 上がってナンボ 11.1 片 山   透 チーム元元 11.1 福 本 美 紀 オールチェリーズ 18.0
カワカミ ヤスユキ タナカ コウジ シンタニ アキコ シゲイシ ハツヨ

26      56分 川 上 泰 幸 やしろの仲間たち 10.3 田 中 浩 司 チームK 10.5 新 谷 明 子 チームKIDS 15.2 重 石 初 代 塩となつみかん 16.0
トモマサ カツヒコ ウキダ ケイイチ イソベ カズオ ヨシダ ケイコ

27 9時04分 友 政 勝 彦 一姫とゴルキチ達 5.2 浮 田 敬 一 垂水ボギーズ 15.1 磯 部 一 雄 こばｃｈａｎ 18.0 吉 田 恵 子 菊水友之の会 14.7
タルイ ミツユキ ヨシダ シンヤ ムラタ ナナコ フジワラ ミヤコ

28      12分 樽 井 満 之 垂水フレンズ 10.8 吉 田 慎 也 山陽スペシャル 17.3 村 田 奈々子 KRポンキーズ 8.0 藤 原 美也子 KRパンキーズ 14.0
フジタ フミヨシ タケモト ジュン ヤニシ ヤスコ オグラ マキ

29      20分 藤 田 文 吉 チーム市川G 8.6 竹 本   純 チームfujiono 10.7 矢 西 泰 子 KRピンキーズ 12.0 小 椋 麻 紀 千草ババファミリー 20.0
タカハシ リョウスケ ヤナギ エイジ キリイシ サトコ モリモト リサ

30      28分 髙 橋 良 介 IMO 8.0 柳   英 治 チーム フレ 12.6 切 石 悟 子 チーム岩崎Ａ 14.7 森 本 理 沙 チーム チキチータ 20.0
イチダ シゲキ マツムラ ケンジ カナシロ マサヨ ミヤス キョウコ

31      36分 市 田 繁 樹 一姫とゴルキチ達 8.2 松 村 建 治 オールチェリーズ 11.8 金 城 雅 代 KRポンキーズ 8.4 美 安 香 子 塩となつみかん 15.5
シブネ アツシ サカネ トモユキ ヤマグチ アキヨシ ミズハラ タマエ

32      44分 志 舩   純 こばｃｈａｎ 6.7 坂 根 友 幸 チームK 9.4 山 口 昭 義 チーム フレ 11.8 水 原 玉 枝 KRパンキーズ 13.2
ナカノ トヨオ ホンゴウ アツシ ツジモト タカコ ワタナベ ミユキ

33      52分 中 野 豊 雄 チーム市川G 8.9 本 郷 篤 史 やしろの仲間たち 15.9 辻 本 尚 子 レークのすてきな仲間 8.0 渡 部 美由紀 菊水友之の会 14.6
シミズ ケンイチロウ ジャジマ マサト ニイ トシエ ニシウミ カズコ

34 10時00分 清 水 顕一郎 チーム チキチータ 9.4 麝 嶋 將 人 チーム 新 上がってナンボ 11.0 新 居 淑 惠 チームKIDS 9.1 西 海 佳壽子 チーム元元 11.0
ヨシモト ユウジ タニバヤシ ケン ナガラ マサヒコ ツヅキ シンコ

35      08分 吉 元 勇 二 山陽スペシャル 5.2 谷 林   謙 千草ババファミリー 10.3 永 良 昌 彦 IMO 15.8 都 筑 真 子 チームfujiono 9.0
タカギ ヒトシ ナカムラ リョウゾウ オタイ ヨシコ タケノベ カヨミ

36      16分 髙 木 仁 司 チーム岩崎Ａ 6.0 中 村 了 三 垂水ボギーズ 20.0 小田井 淑 子 垂水フレンズ 5.7 竹 延 加代美 KRピンキーズ 9.0

【24ﾁｰﾑ】 男子選手（ 90名） 女子選手（ 54名） 総数144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）又は北六甲カントリー倶楽部(078-954-0721)
  までご連絡のこと。 競技委員⾧  岩 本  尚 哲

       兵庫県ゴルフ連盟

氏    名 氏    名 氏    名 氏    名

氏    名 氏    名 氏    名 氏    名


