
２０２２年度　関西女子クラブ対抗　予選
第３地区　組合せ・スタート時刻表

城陽カントリー倶楽部・東コース
３１クラブ（１２３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

奥　緑 東城陽 小山　洋子 タラオ 尼木　純子 茨木 呉屋　佳澄 アートレイク

1 8:00 三枝　多美子 加茂 9 9:12 松井　真理 城陽 17 8:00 西岡　摂子 アートレイク 25 9:12 西田　千暁 茨木髙原

清水　陽子 茨木髙原 勝田　陽子 茨木 岡田　弥生 きさいち 中村　彰子 日野

 田北　和代 皇子山  西村　恵子 四条畷  西村　満由美 四条畷  吉田　ひろ美 箕面

岡野　生子 亀岡 村山　ルミ 朽木 山口　桃子 茨木髙原 加嶋　節江 きさいち

2 8:09 山口　浩美 メイプルヒルズ 10 9:21 森田　涼子 滋賀Ｃ 18 8:09 番浦　明香 滋賀Ｃ 26 9:21 山本　百合子 タラオ

石川　由紀美 宇治田原 澤田　恵理子 信楽 薮田　麻夕子 関西Ｃ 中田　円 四条畷

 奈村　陽子 交野  米田　理恵子 田辺  内田　昌恵 信楽  白川　清美 メイプルヒルズ

加藤　典子 大津 曽田　由紀子 センチュリー・シガ 樋口　ほあき センチュリー・シガ 金山　未亜 宇治田原

3 8:18 重松　聡子 城陽 11 9:30 長谷川　文子 日清都 19 8:18 岸本　依子 田辺 27 9:30 岩佐　純 皇子山

大井　鏡子 れいせん 大西　亜希子 琵琶湖 青山　裕子 タラオ 山本　京子 阪奈

 柏木　麻里 京都  瀬戸　貴世 れいせん  岩崎　由紀子 日清都  安東　佳名子 瑞穂

岩本　千佳 四条畷 森本　秀巳 レイクフォレスト 鈴木　よしみ 阪奈 内藤　惠美子 大津

4 8:27 松浦　美代子 関西Ｃ 12 9:39 吉田　琴恵 阪奈 20 8:27 園田　滋美 琵琶湖 28 9:39 五十嵐　真樹 交野

大場　尚子 レイクフォレスト 大島　燈 メイプルヒルズ 岩本　矩子 瑞穂 西尾　さゆり 東城陽

 浜　裕子 朽木  藤村　佳世子 きさいち  田島　彩子 日野  　 　

宮島　芳子 名神八日市 西島　由美 加茂 濱口　玲子 箕面 月島　明子 亀岡

5 8:36 上仲　あゆみ 日野 13 9:48 佐々木　ちひろ 東城陽 21 8:36 吉村　多代 皇子山 29 9:48 松山　哲子 京都

谷口　さやか 阪奈 松田　智子 瑞穂 石﨑　智江 大津 松本　月世 城陽

 平田　美由紀 タラオ  小山　惠理 箕面  入口　真紀子 レイクフォレスト  西村　晶子 朽木

櫛谷　朋子 滋賀Ｃ 嘉正　裕子 交野 藤田　初美 名神八日市 倉田　良美 れいせん

6 8:45 上田　まり 信楽 14 9:57 中長　三知子 アートレイク 22 8:45 青山　淳子 メイプルヒルズ 30 9:57 上田　美貴 滋賀Ｃ

池上　佳寿子 茨木 谷川　春子 名神八日市 松下　夏子 れいせん 久保田　麻琴 信楽

 牧草　眞由美 田辺  西本　久美子 日野  上田　和枝 亀岡  岸本　多佳子 田辺

五味　千浩 きさいち 山口　明美 茨木髙原 中川　正子 宇治田原 柴田　悦子 茨木

7 8:54 織田　幸子 箕面 15 10:06 小山　千紗都 皇子山 23 8:54 笹山　清香 加茂 31 10:06 藤井　正美 加茂

池端　典子 琵琶湖 梅田　紗ゆり 京都 細川　信子 京都 村田　純子 琵琶湖

 野村　暢子 瑞穂  大西　美香 大津  冨上　朋子 城陽  萩原　潤子 レイクフォレスト

坂本　雅美 アートレイク 西村　千賀子 宇治田原 森　千恵 交野 阪ノ下　佳代 名神八日市

8 9:03 神谷　麻里 センチュリー・シガ 16 10:15 吉田　靖子 亀岡 24 9:03 八野　知美 東城陽 32 10:15 柳澤　清美 センチュリー・シガ

鶴留　里栄子 日清都 前田　純子 関西Ｃ 兼田　由美子 朽木 松井　由美 日清都

 　 　  　 　  　 　  　 　

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。
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。 ✧ ハウス内ではマスクを着用すること

４．クラブハウス開場は、６：３０です。
✧ 開催クラブの感染防止対策及び服装規定

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 加森　幹久

【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


