
      第16回 のじぎくチーム対抗戦 2022ゴルフ大会 決勝 スタート時刻及び組合せ
開催日：令和 4年10月21日(金)

会 場：加古川ゴルフ倶楽部 10月20日 ⑧
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組 ｽﾀｰﾄ時刻
イシイ カツヒサ アリカワ ヤスユキ ユカワ カズヒコ ホリカミ チアキ

1 8時00分 石 井 勝 久 チームUEMURA 6.5 有 川 安 幸 eaglet 7.4 湯 川 和 彦 関西Tee-Back党1号 13.6 堀 上 千 晶 うっちゃん家 20.0
ヤギ キヨヒデ スズキ カズノブ マツタニ ミワ カミヒキジ ツネコ

2      09分 八 木 清 秀 チームふくろう 5.2 鈴 木 一 伸 中川組@武庫ノ台 13.1 松 谷 美 和 チームかつめし 9.2 上引地 恒 子 Koshio塾 20.0
イワサキ カズアキ オギノ ヒデアキ クボ マミ ヨシタカ ケイコ

3      18分 岩 崎 一 明 エンジョイ岩崎Ａ 5.8 荻 野 英 昭 エンジョイ岩崎Ｂ 9.9 久 保 ま み チーム芦屋 8.7 吉 高 圭 子 エンジョイ岩崎C 17.8
フジナガ キヨ オオカワ カズエ ヤマモト アキコ ヤマサキ ユウコ T

4      27分 藤 永 記 代 Team K 9.5 大 川 和 恵 塩と夏みかん 13.2 山 本 明 子 チームおのころ 14.0 山 崎 祐 子 SQUARE 19.7
シンタニ アツシ オオヤマ ナオヤ ババ シンゴ タナベ ケイコ

5      36分 新 谷   敦 井上連合せかんどしーずん 2.7 大 山 直 也 チームｃｙ 6.0 馬 場 愼 吾 ババファミリー 10.8 田 辺 桂 子 チーム 分家 富士っ子 12.2
サワダ ユウコウ カワニシ ノブヤ ミズノ ヒロユキ コバヤシ アツコ

6      45分 澤 田 雄 幸 チーム芦屋 6.8 川 西 信 也 チームふくろう 11.7 水 野 博 之 関西Tee-Back党1号 16.7 小 林 厚 子 ダッシュ 11.2
ヤマモト テルアキ スギハラ キンゴ シモツヤ リサ タケウチ ユキコ T

7      54分 山 本 照 明 eaglet 9.5 杉 原 欽 互 中川組@武庫ノ台 13.8 下津屋 里 沙 チームUEMURA 8.3 竹 内 由岐子 チームかつめし 15.4
フジナガ ショウタロウ クボタ ヒロシ ツネイ ユウスケ イシヅカ ケイコ

8 9時03分 藤 永 昭太郎 Team K 7.4 久保田 浩 史 チーム 分家 富士っ子 7.9 常 井 祐 輔 うっちゃん家 18.6 石 塚 啓 子 Koshio塾 12.9
ウエダ テツヤ ✓ ヤマモト エイジ キリイシ サトコ ナカゾノ チヅル

9      12分 上 田 哲 也 ダッシュ 12.9 山 本 栄 治 チームｃｙ 5.3 切 石 悟 子 エンジョイ岩崎Ａ 11.3 中 薗 千 鶴 エンジョイ岩崎C 18.2
イノウエ マサユキ ミヤモト ヒデオ シゲイシ ハツヨ オクノ ミホコ

10      21分 井 上 正 之 井上連合せかんどしーずん 11.1 宮 本 英 夫 ババファミリー 17.5 重 石 初 代 SQUARE 12.4 奥 野 美穂子 チームおのころ 14.0
ミヤモト マサキ シブネ アツシ マエダ ヤスヒロ ミヤス キョウコ

11      30分 宮 本 雅 規 チームUEMURA 7.2 志 舩   純 ダッシュ 7.4 前 田 裕 弘 エンジョイ岩崎Ｂ 8.8 美 安 香 子 塩と夏みかん 14.5
ナカガワ ヒロキ ハシムラ マサヨシ サカタ ナオコ イチミヤ アユミ

12      39分 中 川 博 紀 チームふくろう 9.5 橋 村 正 義 チーム芦屋 9.9 坂 田 直 子 チームかつめし 11.6 一 宮   歩 Koshio塾 14.5
アンラク タケシ ツツミ ヒロシ ヤマモト チハル T シモツサ ユミコ

13      48分 安 樂 岳 司 中川組@武庫ノ台 1.5 堤   洋 志 エンジョイ岩崎C 7.4 山 本 千 春 SQUARE 11.8 下津佐 由美子 eaglet 13.5
タカギ ヒトシ オギノ ヒロシ ミウラ ヨシタロウ オカ ヒロコ

14      57分 髙 木 仁 司 エンジョイ岩崎Ａ 5.3 荻 野 博 志 Team K 6.5 三 浦 芳太郎 うっちゃん家 19.8 岡   広 子 関西Tee-Back党1号 10.7
コバヤシ カズヒコ ヤマウチ イサミ ツヅキ シンコ コウヅカ ユキ

15 10時06分 小 林 和 彦 ババファミリー 9.7 山 内 伊三見 塩と夏みかん 17.7 都 筑 真 子 チーム 分家 富士っ子 5.8 幸 塚 由 紀 チームｃｙ 7.2
ヒロセ ヤスヒロ ウスイ ナオキ ナカジマ ミワ

16      15分 廣 瀬 康 宏 井上連合せかんどしーずん 7.9 臼 井 直 規 チームおのころ 14.0 中 嶋 美 和 エンジョイ岩崎Ｂ 13.5

＜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。
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組 ｽﾀｰﾄ時刻
スギヤマ タカヒデ ツボウチ タカシ ナガヤ ユウコ

17 8時00分 日下部 義 和 eaglet 5.4 杉 山 隆 英 チーム芦屋 6.4 坪 内 貴 志 うっちゃん家 18.0 永 谷 裕 子 エンジョイ岩崎Ａ 15.5
ウエムラ ヨシヒデ タカヤマ マサノリ ヨシヤマ トモコ

18      09分 井 上 勝 行 チームふくろう 5.8 上 村 佳 秀 チームUEMURA 12.7 高 山 正 則 SQUARE 13.1 吉 山 智 子 Koshio塾 17.1
タカタ フサヨシ ✓ フジカワ タダヨシ ヨシモト ナオミ タキイ チエコ

19      18分 高 田 房 芳 チームおのころ 18.4 藤 川 忠 義 チーム 分家 富士っ子 13.6 吉 本 奈緒美 井上連合せかんどしーずん 1.7 瀧 井 千恵子 エンジョイ岩崎Ｂ 19.1
スズキ ヒロフミ オオカワ オサム ユカワ ケイコ フジモト カズミ

20      27分 鈴 木 博 文 チームｃｙ 10.0 大 川   治 塩と夏みかん 16.8 湯 川 慶 子 関西Tee-Back党1号 10.7 藤 本 和 美 エンジョイ岩崎C 14.0
ナカガワ アキヒロ ハヤシダ サトル クラタ ヨシミ オグラ マキ

21      36分 中 川 明 博 中川組@武庫ノ台 11.9 林 田   悟 チームかつめし 14.6 倉 田 良 美 Team K 7.3 小 椋 麻 紀 ババファミリー 20.0
ヤマモト ダイスケ タカタ ナオユキ ホソダ マキ ウチダ ユウコ

22      45分 山 本 大 介 チームｃｙ 8.6 高 田 直 幸 Koshio塾 8.7 細 田 真 紀 ダッシュ 12.2 内 田 祐 子 うっちゃん家 18.5
ウエダ トオル マツウラ シゲオ ホリ ハルミ タツタ レイコ

23      54分 上 田   徹 関西Tee-Back党1号 11.1 松 浦 繁 夫 Team K 12.2 堀   明 美 エンジョイ岩崎Ｂ 18.3 龍 田 玲 子 チームかつめし 18.6
スナトマリ マナブ ✓ カタオカ テツオ アマコ カヨ

24 9時03分 中 島 拓 己 eaglet 5.1 砂 泊   学 チーム 分家 富士っ子 4.1 片 岡 徹 夫 塩と夏みかん 7.0 尼 子 佳 代 チームUEMURA 12.3
マツウラ タケシ オカウラ ヨシハル ヤマカワ タカヒロ シバモト タカアキ

25      12分 松 浦 剛 士 中川組@武庫ノ台 6.0 岡 浦 義 治 井上連合せかんどしーずん 7.7 山 川 隆 洋 ダッシュ 13.4 芝 本 貴 亮 SQUARE 17.3
イシヅカ ヒデノリ タキモト カズヒコ ムラカミ コウジロウ イノウエ アユミ

26      21分 石 塚 秀 憲 Team K 7.8 瀧 元 一 彦 ババファミリー 10.9 村 上 幸治郎 エンジョイ岩崎C 11.4 井 上 あゆみ チームふくろう 15.8
マエバヤシ タカユキ クラモト タケシ ✓ イソベ カズオ ミズシマ ヨウコ

27      30分 前 林 孝 幸 チームおのころ 12.9 倉 本   武 チーム芦屋 14.4 磯 部 一 雄 ダッシュ 16.2 水 島 陽 子 エンジョイ岩崎Ａ 18.1
タケウチ ヨシカズ T ミヤモリ タダノリ ツユキ クニヒコ フジナワ ケンジ

28      39分 竹 内 嘉 一 チームかつめし 5.8 宮 森 忠 則 チーム 分家 富士っ子 8.9 露 木 邦 彦 チームｃｙ 9.3 藤 縄 健 二 チームUEMURA 12.9
ウチノ タカノリ ヤスヒラ ヤスヒロ ジョウド ノリアキ ナカ チハル

29      48分 内 野 隆 徳 SQUARE 3.5 安 平 康 宏 エンジョイ岩崎Ｂ 6.2 城 戸 謙 彰 ババファミリー 10.4 中   千 春 中川組@武庫ノ台 18.6
マサズミ ケンジ マツイ マサナリ オオカワ タケヒコ トミタ カオリ

30      57分 昌 角 健 嗣 塩と夏みかん 5.7 松 井 優 成 エンジョイ岩崎Ａ 6.5 大 川 猛 彦 Koshio塾 15.8 富 田 かおり チームふくろう 9.4
イッポンマツ ヒデキ カナヤ タカヒロ ✓ ナカガワ ツヨシ ウエダ マキ

31 10時06分 一本松 秀 樹 チーム芦屋 7.1 金 谷 隆 広 チームおのころ 13.6 中 川 剛 志 関西Tee-Back党1号 12.3 上 田 真 樹 うっちゃん家 15.7
マエカワ ショウヘイ まつくら あつひろ ミヤサカ ツキコ

32      15分 前 川 昇 平 エンジョイ岩崎C 6.9 松 倉 厚 弘 eaglet 13.6 宮 坂 月 子 井上連合せかんどしーずん 3.7

【21ﾁｰﾑ】 男子選手（ 80名） 女子選手（ 46名） 総数 126名

１．欠場者のある場合は、組合せ及びスタート時間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）又は加古川ゴルフ倶楽部(079-428-2111)
  までご連絡のこと。
４．ハンディキャップインデックスが予選競技→決勝競技で変動した場合は、比較して低いハンディキャップインデックスを採用する。

競技委員⾧  川 村  典 之

       兵庫県ゴルフ連盟
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