
②

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

ヒラタ　ヒロキ

平田　弘樹 ぜんカントリークラブ 6.5
オオガキ　ヨシオ

大垣　義雄 兵庫県ゴルフ連盟 9.4
ヤナセ　ヒサシ

柳瀬　久 楽天GORA 7.1
オオニシ　ケイゾウ

大西　慶藏 日本ゴルフ協会 6.5

フジモト　タカシ

藤本　隆司 宝塚クラシックゴルフ倶楽部 8.0
ニシタニ　ヒロシ

西谷　浩司 北六甲カントリー倶楽部 10.4
ナカザキ　カズノブ

中崎　和信 滝野カントリー倶楽部迎賓館コース 9.4
オダ　ヒロシ

小田　裕司 チェリーヒルズゴルフクラブ 10.8

フクズミ　タケシ

福住　武士 楽天GORA 11.8
イシダ　ムネユキ

石田　宗之 武庫ノ台ゴルフコース 10.7
トビタ　アキラ

飛田　彰 姫路シーサイドゴルフコース 12.0
ヤマシ　タヨシカズ

山下　芳一 楽天GORA 15.1

カキモト　タカトシ

柿本　隆稔 楽天GORA 18.5
イナバ　アキラ

稲葉　朗 宝塚ゴルフ倶楽部 19.9
サカグチ　ケンジ

坂口　賢二 ロータリーゴルフ倶楽部 17.7
エノモト　ヒロフミ

榎本　裕文 兵庫県ゴルフ連盟 18.1

シノハラ　ヨシハル

篠原　芳春 姫路シーサイドゴルフコース 7.0
イシイ　シゲノリ

石井　茂則 白鷺ゴルフクラブ 2.8
モリモト　カズヒコ

森本　和彦 播州東洋ゴルフ倶楽部 9.2
ヤマギワ　ナオコ

山際　尚子 日本ゴルフ協会 17.0

ミキ　ヒサオ

三木　久雄 マスターズゴルフ倶楽部 10.4
サカイ　ノブナル

酒井　信成 楽天GORA 11.2
ヨコヤマ　シュンスケ

横山　俊介 日本ゴルフ協会 12.5
ヤマグチ　ケイコ

山口　敬子 楽天GORA 18.4

コバヤシ　セイジ

小林　聖司 神鍋高原カントリークラブ 12.4
クボ　マミ

久保　まみ 六甲カントリークラブ 8.3
カゴタニ　ヨシアキ

篭谷　芳明 播磨カントリークラブ 14.6
オカダ　マコ

岡田　真子 日本ゴルフ協会 20.0

サカモト　シンジ

坂本　信治 ライオンズカントリー倶楽部 15.1
カキネ　トモコ

柿根　智子 オークモントゴルフクラブ 20.0
ハマモト　オサム

濵本　治 楽天GORA 15.8
ニシモリ　アツコ

西森　厚子 兵庫県ゴルフ連盟 20.0

トミモト　マサノリ

富本　昌典 鳴門カントリークラブ 8.3
カナザワ　ヨシユキ

金沢　義幸 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 8.6
キシモト　カズタカ

岸本　一高 青野運動公苑アオノゴルフコース 8.5
ヒラヤマ　キヨツグ

平山　喜代次 朽木ゴルフ倶楽部 7.6

マエバヤシ　タカユキ

前林　孝幸 兵庫県ゴルフ連盟 9.8
コジマ　ヒデユキ

小嶋　秀行 播磨カントリークラブ 11.0
オクダ　ヒデアキ

奥田　秀明 日本ゴルフ協会 14.6
ヒラオカ　フミヒコ

平岡　文彦 日本ゴルフ協会 15.2

ホソカワ　マユ

細川　眞由 楽天GORA 20.0
コジマ　スエコ

小嶋　寿枝子 播磨カントリークラブ 10.5
イデ　シンイチ

井手　慎一 楽天GORA 18.9
カミザワ　コウイチロウ

神沢　晃一郎 関西クラシックゴルフ倶楽部 14.4

タカダ　トモコ

髙田　智子 北神戸ゴルフ場 20.0
ゴトウ　ミヤコ

後藤　美也子 楽天GORA 17.5
ハシモト　ヒデキ

橋本　秀樹 富士小野ゴルフクラブ 20.0
ニイジマ　ススム

新島　進 兵庫県ゴルフ連盟 18.6

タカヤマ　マサノリ

高山　正則 六甲国際パブリックコース 12.3
サワヤマ　ヒロカズ

澤山　博一 兵庫県ゴルフ連盟 8.9
ヒワサ　トモカズ

日和佐　智一 パインレークゴルフクラブ 14.4
フジナガ　ショウタロウ

藤永　昭太郎 妙見富士カントリークラブ 7.2

ミヤケ　トオル

三宅　徹 ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 19.1
キタ　タカオ

喜多　孝夫 山の原ゴルフクラブ 13.9
イヅノ　マサヒコ

伊津野　雅彦 サンロイヤルゴルフクラブ 15.6
タカセ　カズヒロ

髙瀬　和弘 グランドオークプレイヤーズコース 10.7

ワタナベ　ヒロミ

渡邊　広美 能勢カントリー倶楽部 11.5
トミタ　マサヒロ

富田　雅裕 チェリーヒルズゴルフクラブ 14.0
イチモリ　ケイコ

一森　介依子 青山ゴルフクラブ 8.3
フジナガ　キヨ

藤永　記代 ナパラゴルフグラブ 7.3

ヤマダ　テルコ

山田　照子 ロータリーゴルフ倶楽部 15.5
サカタ　コウイチ

坂田　浩一 山の原ゴルフクラブ 15.0
ナカオ　マミ

中尾　まみ 兵庫県ゴルフ連盟 15.2
クラタ　ヨシミ

倉田　良美 れいせんゴルフ倶楽部 7.4

サカモト　マサミチ

阪本　正道 レイクフォレストリゾート 8.5
イマイ　タカヨ

今井　隆代 青山ゴルフクラブ 7.5
オダ　アツミ

小田　敦巳 JOYX ゴルフ倶楽部上月コース 8.7
キヨハラ　カナコ

清原　加奈子 神有カントリー倶楽部 6.8

ハマサキ　マスミ

濵嵜　真澄 山の原ゴルフクラブ 9.0
カノミ　レイコ

嘉ノ海　令子 青山ゴルフクラブ 9.7
タカハシ　セイジ

高橋　清二 兵庫県ゴルフ連盟 10.6
ヨコハマ　ヒロコ

横浜　弘子 神有カントリー倶楽部 12.7

スザワ　ヤススケ

須澤　保輔 ダンロップゴルフコース 10.6
ミヤタ　ユキエ

宮田　由貴江 関西ゴルフ倶楽部 15.6
ナカヤス　マサル

中安　甲 姫路相生カントリークラブ 15.6
ヨシダ　ヒサエ

吉田　久恵 神有カントリー倶楽部 15.0

ウエダ　エリカ

上田　えりか 楽天GORA 11.9
タキ　サチコ

瀧　幸子 日本ゴルフ協会 17.0
エガワ　トオル

江川　徹 鳳鳴カントリークラブ 17.3
ナカニシ　ヤスコ

中西　泰子 神有カントリー倶楽部 20.0

競技方法：18ホールズストロークプレー ※スロープレーティングは採用いたしません。

※ご参加の皆様には、ご希望のスタート時間で組合わせ出来なかった事、ご了承ください。

※JGA/USGA Hdcp Index証明証（ハガキ・プリントアウト・アプリ画面）の最新をスタートホールにてご提示ください。

     Hdcp Index20.0以上は20.0にて競技にご参加いただきます。

※男性：ブルーマーク　女性：グリーンマーク

※クラブハウスオープン時間は　6：30　です。スタート時間の50分前にはクラブハウスにご到着下さい。(受付にて検温を実施致します)

※事前欠席する場合は大会事務局 (0120-114-646：平日10：00～18：00)もしくは開催クラブへご連絡ください。なお、土日・祝日、及び当日欠席の場合は、千刈カンツリー倶楽部(079-564-2282) にご連絡下さい。

※最大80名まで受け入れる。組合せ後の参加者は空き枠から組合わせる。欠席のある場合は、組合せを変更をすることがあります。

※1次予選通過者は、5月10日(月)ザ・サイプレスゴルフクラブにて開催の2次予選会に進出できる。

会場：千刈カンツリー倶楽部 第15回のじぎくオープンゴルフ選手権大会
2021年03月12日(金)　予備日：2021年03月15日(月) 1次予選会

OUT IN

6 08:42

2 08:10 7 08:50 2 08:10 7 08:50

1 08:02 6 08:42 1 08:02

8 08:58

4 08:26 9 09:06 4 08:26 9 09:06

3 08:18 8 08:58 3 08:18

10 09:14

参加人数　80名

競技委員長　平井　豊

5 08:34 10 09:14 5 08:34


