
２０２２年度　関西女子クラブ対抗　予選
第１地区　組合せ・スタート時刻表

花屋敷ゴルフ倶楽部・ひろのコース
３３クラブ（１３１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

富士元　ひかり 三甲・ジャパン PARK　EUNMI 東条の森 岡田　郁子 青山 前田　佳奈 ゴールデンバレー

1 8:00 石田　和美 三木セブン 10 9:21 平川　紅仁子 洲本 18 8:00 浅尾　和子 有馬ロイヤル 27 9:21 柏木　敬子 垂水

細川　加代子 ゴールデンバレー 奈村　令子 太平洋・六甲 富永　昌代 小野 キルキ　聡美 神戸

 倉本　真理子 洲本  鄭　晶水 六甲国際  三宮　結花 関西クラシック  平島　優子 ライオンズ

福村　香名 三木 八幡　三千代 姫路相生 鳥取　あい 洲本 占部　聡子 有馬ロイヤル

2 8:09 上村　優貴恵 花屋敷 11 9:30 堀澤　由美子 三甲・ジャパン 19 8:09 西田　里沙 チェリーヒルズ 28 9:30 田邉　桂子 富士小野

坂井　良恵 東条の森 伊藤　安耶 滝野 原田　貴子 富士小野 村井　直美 高室池

 池田　絹代 太平洋・六甲  佐地　富砂子 花屋敷  田中　典子 やしろ東条  河野　智子 三木

大江　禎江 吉川ロイヤル 森田　美香 大岡 木山　孝美 神有 古江　敬子 小野グランド

3 8:18 下浦　萌子 有馬ロイヤル 12 9:39 松野　敦子 三木 20 8:18 村石　多満美 三甲・ジャパン 29 9:39 澤村　敦子 関西Ｇ

三木　邦恵 姫路相生 山根　敦子 小野東洋 七島　礼子 東広野 久保田　千砂子 洲本

 高石　佳代 滝野  大島　仁美 神有  阪上　愛 美奈木  

浅野　梨絵 ライオンズ 齊藤　弘子 ゴールデンバレー 髙田　美子 オリムピック 長谷川　徳子 加古川

4 8:27 木村　光里 小野東洋 13 9:48 天野　佳奈子 ライオンズ 21 8:27 庄　きよ美 姫路相生 30 9:48 田中　有理 三木セブン

垣本　明美 六甲国際 檜脇　由香 垂水 永井　ちせ 高室池 狩野　優菜 チェリーヒルズ

 石川　明子 チェリーヒルズ  都筑　真子 富士小野  穴吹　篤子 東条の森  中村　丘美子 関西クラシック

田中　希三代 小野グランド 的場　美和 高室池 清水　雅子 小野東洋 角　伊津子 東条の森

5 8:36 中岡　由枝 青山 14 9:57 大江　さつき 小野 22 8:36 志村　久美子 ライオンズ 31 9:57 関井　恭子 神有

松谷　美和 加古川 石川　千夏 オリムピック 小松　裕子 関西Ｇ 西川　久美子 東広野

 森長　治美 関西クラシック  小川　里子 吉川ロイヤル  山本　美智代 大岡  佐藤　淺子 滝野

武友　永子 関西Ｇ 三原　潤子 東広野 木下　博子 六甲国際 前田　法子 小野東洋

6 8:45 高嶋　ひろみ 高室池 15 10:06 山名　美保 加古川 23 8:45 宮崎　知美 吉川ロイヤル 32 10:06 細田　真紀 大岡

佐田野　明美 東広野 吉田　愛 神戸 土高　ゆかり 小野グランド 升田　静佳 吉川ロイヤル

 上阪　美千代 富士小野  一森　介依子 青山  武田　睦実 北六甲  香野　智子 オリムピック

西下　裕美 小野 森　玲子 美奈木 竹内　由岐子 加古川 今井　隆代 青山

7 8:54 清原　加奈子 神有 16 10:15 北野　順子 関西クラシック 24 8:54 藤原　香織 垂水 33 10:15 岡田　由美 太平洋・六甲

小林　厚子 大岡 原田　雅子 有馬ロイヤル 髙内　直子 滝野 中野　美穂子 姫路相生

 矢野　陽子 神戸  上西　和美 三木セブン  辻　朋子 ゴールデンバレー  米島　有 花屋敷

小田井　淑子 垂水 吉岡　佳与子 チェリーヒルズ 木村　貞子 神戸 田中　雅代 美奈木

8 9:03 吉村　由紀 オリムピック 17 10:24 吉井　典子 北六甲 25 9:03 岡　美香 太平洋・六甲 34 10:24 葭川　和子 三甲・ジャパン

南　亜紀子 北六甲 徳重　英子 やしろ東条 中尾　恵美子 花屋敷 長江　幸子 六甲国際

 土屋　多賀子 やしろ東条   山下　裕子 三木  

中森　有紀 美奈木 溝井　恭子 三木セブン

9 9:12 永野　真理子 関西Ｇ 26 9:12 田中　眞知子 小野

朱山　樹理 小野グランド 金城　雅代 北六甲

  

１．上位８チームが決勝競技への出場資格を得る。
２．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。 ✧ ハウス内ではマスクを着用すること
３．選手変更は、競技開始（第1組スタート）１０分前までに、所定の様式で競技委員長に届け出ること。
　　ただし、登録選手Ｎｏの変更は認めない。 ✧ 開催クラブの感染防止対策及び服装規定
４．クラブハウス開場は、６：３０です。 を遵守すること

✧ ハーフターン時の軽食販売 ： 無

主催 ： 一般社団法人 関西ゴルフ連盟

２０２２年６月７日(火)

参加数

期　日
場　所

競技委員長 土城　敏彦

【注意事項】

駐車場の数に限りがあります。お車でご来場の選手・関係者の皆様は、出来

る限り相乗りでお越し頂き、開催クラブへの入場は、１チーム選手を含み、

８名までを限度とします。

【交通情報】

❶ 5/17～6/25まで

中国道 吹田JCT⇔ 中国池田IC 終日通行止め

❷ 5/9～2024年上半期まで

中国道 中国池田IC⇔ 宝塚IC 終日車線規制

❸ 6月1日～2025年3月末まで

阪神高速松原線 喜連瓜破 ⇔ 三宅JCT 終日通行止め


