
２０２１年度　関西女子シニアゴルフ選手権　予選競技
第２地区　組合せ・スタート時刻表

飛鳥カンツリー倶楽部
１４４人

No.1 Ｔｅｅ No.10 Ｔｅｅ
組 START PLAYERS 所属ｸﾗﾌﾞ 組 START PLAYERS 所属ｸﾗﾌﾞ 組 START PLAYERS 所属ｸﾗﾌﾞ 組 START PLAYERS 所属ｸﾗﾌﾞ

井上　あきら 岸和田 大原　也須子 太子 勇　恵子 オレンジシガ 笠松　理恵 泉佐野

1 7:30 寺田　裕子 朽木 10 8:51 藤村　佳世子 きさいち 19 7:30 岡本　愛優美 秋津原 28 8:51 山村　陽子 木津川

長谷川　文子 日清都 東　雅子 貴志川 伊勢　久美子 鳴尾 上田　圭子 飛鳥
 永樂　美佐子 天野山  松下　夏子 れいせん  和田　史子 岸和田  川井　園江 能勢

高　善美 堺 梅田　紗ゆり 京都 岩本　千佳 四条畷 中尾　麻由美 ナパラ

2 7:39 細川　信子 京都 11 9:00 藤永　記代 ナパラ 20 7:39 池側　ゆう子 ヤマト 29 9:00 石川　由紀美 宇治田原

中山　浩子 山の原 藤田　初美 名神八日市 林　智子 伏尾 上井　涼子 法隆寺
 間所　千香子 聖丘  前田　五月 シプレ  櫻井　福子 聖丘  鎌倉　好美 泉南

細田　綾 グロワール 瀧本　恵三子 オークモント 高田　由 信楽 重松　聡子 城陽

3 7:48 松井　由美 日清都 12 9:09 湯浅　文子 美加ノ原 21 7:48 塩﨑　嘉子 有田東急 30 9:09 南里　美佐子 万壽

奥　緑 東城陽 飯田　美和 奈良若草 箱田　敦子 加茂 山本　京子 阪奈
 貴嶋　里子 旭国際宝塚  足立　由利子 泉南  髙野　直子 泉南  西尾　さゆり 東城陽

山口　桃子 茨木髙原 鶴留　里栄子 日清都 清水　陽子 茨木髙原 大原　由利子 太子

4 7:57 北村　純子 飛鳥 13 9:18 池端　典子 琵琶湖 22 7:57 宇野　まどか 山の原 31 9:18 北野　玲子 ナパラ

喜夛　雅美 山の原 北野　真紀 大津 藤原　清美 鳴尾 崎岡　英子 伏尾
 橋本　敬子 奈良柳生  大井　鏡子 れいせん  冨上　朋子 城陽  奥　正美 泉南

山本　勝美 岸和田 的場　優子 オークモント 吉田　京美 ＫＯＭＡ 西村　満由美 四条畷

5 8:06 難波　美保 茨木髙原 14 9:27 川人　範子 グランベール京都 23 8:06 木暮　伸江 岸和田 32 9:27 内堀　恵美子 奈良国際

春芽　真美 オレンジシガ 高木　和美 奈良国際 田中　維知子 ヤマト 五十嵐　真樹 交野
 金原　聡美 聖丘  大山　佳余子 東城陽  八田　奈己 大宝塚  山口　英津子 滋賀Ｃ

森本　秀巳 レイクフォレスト 内田　昌恵 信楽 西田　香 ヤマト 森下　惠美子 有田東急

6 8:15 平田　美由紀 タラオ 15 9:36 西村　恵子 四条畷 24 8:15 澤田　とし子 鳴尾 33 9:36 中村　彰子 日野

新居　淑惠 山の原 藤中　清美 旭国際宝塚 的場　香里 阪奈 吉井　輝美 オークモント
 金城　ゆき恵 岸和田  渡邊　広美 能勢  渡部　奈穂子 グランベール京都  荒木　由美 茨木国際

人見　太子 ムロウ３６ 浜　裕子 朽木 松谷　由佳 天野山 神田　貞子 聖丘

7 8:24 林　佳世 橋本 16 9:45 山内　正江 関空クラシック 25 8:24 福島　貴子 奈良若草 34 9:45 山下　信子 南紀白浜

大津　泰代 茨木 川村　明美 ヤマト 辻　京子 宝塚 岩本　由貴子 新大阪
 江浦　瑞恵 鳴尾  迫田　陽子 法隆寺  田中　良子 大宝塚  溝　次恵 東城陽

山口　寛子 聖丘 平山　菊代 茨木国際 久貝　昌子 ヤマト 兼田　由美子 朽木

8 8:33 西村　千賀子 宇治田原 17 9:54 阪ノ下　佳代 名神八日市 26 8:33 倉田　良美 れいせん 35 9:54 永濱　晴香 美加ノ原

竹林　京子 きさいち 松田　千鶴子 飛鳥 中村　恵理子 鳴尾 宇佐美　幸代 太子
 重田　千春 デイリー信楽  峯松　チエミ デイリー信楽  中川　博美 日清都  赤井　幹子 能勢

村山　ルミ 朽木 矢ケ崎　則子 奈良の杜 依岡　富惠 グランデージ 高田　幸 信楽

9 8:42 豊川　正美 太子 18 10:03 角田　美枝 泉南 27 8:42 中根　三惠子 鳴尾 36 10:03 奥野　良子 聖丘

渡部　美弥子 山の原 河野　雅子 オークモント 西村　美智子 彦根 佐藤　紅紫美 宝塚
 松井　真理 城陽  明石　真由美 飛鳥  大寺　俊美 きさいち  小林　理美 鳴尾  欠

１． 組合せおよびスタート時刻は、欠席者があった場合は変更することがある。 体調が良くない場合は、自主的に出場を見合わせること。また当日は、同伴競技者等、
２． 病気、事故などのため参加を取止める場合は、競技前日17時までに所属クラブを通じ文書で、 他者との間隔を２ｍ以上確保し、不要な会話を避けること。
　　関西ゴルフ連盟へFAXすること。（FAX：06-6445-3558） なお、会場への参加選手以外の来場（応援等）を原則禁止する。
　　ただし、競技前日１７時以降及び競技当日の場合は、飛鳥カンツリー倶楽部(℡：0742-45-0881) 

　　へ連絡すること。 ・マスクを着用すること（プレー時は任意）
３． 無断欠席の場合、来年度の本競技を含め1年間の競技出場を停止する。 ・旗竿は刺したままのプレーを推奨
４． 指定練習日のプレーは指定ティーイングエリアを使用、ボールは一球でプレーすること。 ・開催クラブの感染防止対策を遵守すること
５． クラブハウス開場は、６：００です。 ・ハーフターン時の軽食販売 ： 無

競技委員長 牧草　眞由美

主催 ： 一般社団法人 関西ゴルフ連盟

２０２１年４月２８日(水)

【参加選手向け　留意事項】

参加数

期　日
場　所

本競技の上位５６人が決勝競技への出場資格を得る。

★参加賞のネームプレートは後日所属クラブあてに

お送りいたしますのでご了承ください。★


