
開催日：令和４年１１月６日（日）
会 場：垂水ゴルフ倶楽部 2022/10/14 ③
ＯＵＴ            兵庫県ゴルフ連盟

組 ｽﾀｰﾄ時刻

アカノ サヤ ウエノ ユウト コサベ リサ ハシモト ショウゴ

1 赤 野 紗 也 33.0 上 野 佑 人 25.9 小佐部 り さ 20.0 橋 本 丞 吾

シマ ミサキ ナカオ リサコ オオシマ コスズ カミバヤシ ホコ

2 志 磨 美 咲 32.7 中 尾 梨紗子 大 島 來 紗 上 林 ほ こ 45.5

カツラ カイト ハタ ショウタロウ オオヤブ ヒロキ タケクニ リュウノスケ

3 桂   海 翔 36.2 秦   翔太郎 26.2 大 藪 宙 輝 竹 國 龍之介 7.6

フジワラ ナナ ヨシノ ハルト クロサキ ミウ モリモト イツキ

4 藤 原 奈 々 +0.9 吉 野 陽 翔 +2.4 黒 崎 美 羽 +1.1 森 本   樹 4.2

ナガノ リナ フクダ ミクル フクダ ショウタ

5 ⾧ 野 莉 奈 5.2 福 田 美 来 +1.1 福 田 翔 太 24.9

マシモ アヤハ タカヤマ ササラ ハタ ナギサ ミタニ ナツキ

6 真 下 彩 羽 7.9 高 山 ささら 7.8 畑   凪 咲 三 谷 菜 月 16.5

マシモ ミソラ ナガノ ミユ イチハシ アイミ ササ コウシロウ

7 真 下 海 空 8.6 ⾧ 野 美 結 4.2 市 橋 愛惟未 佐 々 幸史朗 4.8

ヤマダ リュウノスケ オオニシ コウメイ イワナガ アンナ ゴトウ アイ

8 山 田 龍之介 0.3 大 西 晃 盟 +0.4 岩 永 杏 奈 +3.0 後 藤 あ い 0.6

クサカベ ショウヤ サワ オトハ サワ ライゾウ サワ リオン

9 日下部 祥 也 澤   音 羽 14.5 澤   雷 蔵 10.4 澤   鈴 音

カワグチ マサキ ハナオカ チヒロ ヤマダ ミサキ マツオカ ミユキ

10 河 口 聖 哉 4.9 花 岡 千 陽 0.7 山 田 翠 咲 0.4 松 岡 美 幸 1.7

タウラ ケンシン シオタ ヒカル web ナカニシ アイ ニイ コウダイ

11 田 浦 玄 尋 塩 田   星 0.2 中 西 亜 維 +2.5 新 居 煌 大

マエダ マサハル タカダ シンタロウ ミヤタ ユウヘイ コバヤシ ナノ

12 前 田 雅 治 高 田 進太郎 宮 田 悠 平 小 林 菜 乃

ニシモト ミユ イシダ アンリ モリオカ トキヒロ タナカ ケエユウ

13 西 本 美 結 石 田 杏 莉 森 岡 時 大 田 中 啓慧雄

ドイ キヨ サワシマ ココナ イモト シイ すずき こはる

14 土 井 稀 世 澤 嶋 志 奈 井 本 思 唯 鈴 木 心 晴

ＩＮ

組 ｽﾀｰﾄ時刻

ヤマモト チアサ サトウ ミユウ ヤマシタ モネ ハザマ ナツキ

15 山 本 智亜紗 佐 藤 心 裕 山 下 萌 寧 間   夏 希 2.3

カワノ ユイナ フジウ スミレ カシワギ アズミ ヤマギシ ツカサ

16 川 野 結 奈 1.1 藤 生 すみれ 柏 木 杏寿美 山 岸   司

モリシタ マサノブ モリシタ ミオ マエダ テツヒロ タムラ ルイ

17 森 下 雅 頌 1.9 森 下   澪 10.4 前 田 哲 宏 田 村 瑠 唯

シブカワ コウ オオニシ ホノカ サトウ リノ ヤマシタ コウキ

18 渋 川   煌 3.1 大 西 穂 佳 0.6 佐 藤 涼 音 +0.3 山 下 倖 輝 6.5

イワナガ リンカ ヤマモト ミユウ ヤマサキ シュン ヨシカワ ミライ

19 岩 永 梨 花 山 本 実 侑 山 崎   隼 吉 川 未 来 24.0

イシダ ケンジ イシダ シンジ クロサキ レナ イワサキ ミオ

20 石 田 健 児 石 田 慎 児 黒 﨑 玲 名 21.3 岩 﨑 美 緒 25.1

シミズ ライト ナダ マコ ナダ リコ ウメヅ サクラコ

21 清 水 藍生斗 8.0 名 田 真 子 7.8 名 田 莉 子 10.0 梅 津 桜 子 4.0

なかはら のぞみ シロタニ ケイスケ イチヤマ ヨシタカ アラモト マルト

22 中 原 のぞみ 白 谷 啓 裕 19.4 市 山 善 崇 25.4 荒 本 丸 斗

イマイ ハルト シンドウ ルイ シライシ ユキナ トダ ユウリ

23 今 井 覇 斗 進 藤 琉 偉 白 石 優希奈 戸 田 結 梨

ニシモト セラン ナガオカ マオ キッカワ アヤカ ツジモト リオン

24 西 本 世 蘭 +0.1 ⾧ 岡 真 穂 3.9 吉 川 采 香 +0.4 辻 本 莉 音 +2.2

イシグチ ヒロキ オカ ユウゴ モリサキ ユウノスケ

25 石 口 寛 樹 0.4 丘   裕 伍 3.4 森 崎 佑之介

ウラニシ リョウスケ ツツミノ ヨウスケ タナカ キラ フクイ コタロウ

26 浦 西 亮 輔 6.0 堤 野 洋 介 田 中 希 來 4.3 福 井 誇多郎

マツモト クルミ マツモト ヒヨリ ツカダ タイセイ ヤダ ケンシ

27 松 本 來 海 0.3 松 本 陽 愛 1.7 塚 田 大 惺 矢 田 賢 司

ミチウエ タケル ゴンドウ ダイキ シライシ ユウネ ヤマサト マオ

28 道 上 嵩 琉 1.5 権 藤 大 樹 1.9 白 石 優 音 山 里 真 央

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10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）又は垂水ゴルフ倶楽部（078-707-8801)まで連絡すること。

  競技委員⾧   佐 野  陽 一

第3回  U-15クラブチームゴルフフェスタ
スタート時刻及び組合せ

9時03分 チーム浦ちゃんRYKK チーム浦ちゃんRYKK

     55分 ドラゴンスリー ドラゴンスリー ドラゴンスリー

     47分 大阪女子SMART 大阪女子SMART 大阪女子SMART 大阪女子SMART

     39分 DIＣS B DIＣS B DIＣS B DIＣS B

     31分 DICS A

9時06分

7時30分 いぶきジュニアゴルフクラブA

     38分 いぶきジュニアゴルフクラブB

     46分 チーム エブナジュニア チーム エブナジュニア

8時02分

     54分 必笑☺楽笑 必笑☺楽笑

りなこの仲間たち

Team  san girls

HAPPY!

りなこの仲間たちりなこの仲間たち

What's Japanese people? What's Japanese people? What's Japanese people?

最強ガールズ 最強ガールズ 最強ガールズ

TEAMのぼチー TEAMのぼチー

茨木市ゴルフ連盟

DICS A

氏    名 氏    名 氏    名 氏    名

氏    名 氏    名 氏    名 氏    名

いぶきジュニアゴルフクラブA いぶきジュニアゴルフクラブA

いぶきジュニアゴルフクラブB いぶきジュニアゴルフクラブB

いぶきジュニアゴルフクラブA

いぶきジュニアゴルフクラブB

チーム エブナジュニア

必笑☺楽笑

チーム エブナジュニア

サキューレ ふたたび

必笑☺楽笑

AIRY KOAN

サキューレ ふたたび

Team  san girls

芦屋市選抜チーム 芦屋市選抜チーム 芦屋市選抜チーム

サキューレ ふたたび

OGUジュニア OGUジュニア

C-M3 C-M3

垂水ゴルフ倶楽部ZERO 垂水ゴルフ倶楽部ZERO

TEAMのぼチー

風林火山 風林火山 風林火山

AIRY KOAN

Team  san girls

HAPPY!

     50分 垂水ゴルフ倶楽部ZERO

     58分 OGUジュニア

茨木市ゴルフ連盟

     42分

サキューレ ふたたび

AIRY KOAN

Team  san girls

HAPPY!

     10分

     18分 HAPPY!

     26分 AIRY KOAN

茨木市ゴルフ連盟

C-M3

垂水ゴルフ倶楽部ZERO

茨木市ゴルフ連盟

     34分

C-M3

OGUジュニア

     11分 WJGT U-15WJGT U-15WJGT U-15WJGT U-15

芦屋市選抜チーム

DICS A DICS A

     23分 イーグルス イーグルス イーグルス イーグルス

塩屋北

8時07分

     19分 滝Ⅱ Jr 滝Ⅱ Jr 滝Ⅱ Jr 滝Ⅱ Jr

最強ガールズ

奈良育英中学校ゴルフ部奈良育英中学校ゴルフ部奈良育英中学校ゴルフ部奈良育英中学校ゴルフ部

チーム浦ちゃんRYKKチーム浦ちゃんRYKK

     43分 What's Japanese people?

7時35分

     14分

     59分 TEAMのぼチー

     51分 風林火山

     15分 塩屋北 塩屋北 塩屋北


