
２０２３年度　関西女子アマチュアゴルフ選手権　予選競技
組合せ・スタート時刻表

伏尾ゴルフ倶楽部
１３３人

No.1 Ｔｅｅ （東コース） No.10 Ｔｅｅ （西コース）
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

藤原　花帆 山東 山脇　愛璃 東条の森 奥　優芽 聖丘 溝口　天歌 美加ノ原

1 8:00 澤田　柚葉 奈良 10 9:21 今西　さくら ＫＯＭＡ 18 8:00 大谷　菜々子 奈良 27 9:21 花岡　千陽 山東

高木　美空 兵庫 加藤　祐子 グランベール京都 山本　千聖 山東 大谷　祐希子 奈良

 伊藤　亜衣 大阪学院高校  中村　心 ＥＣＣ学園高校  杉本　花波 京都府協会  田口　奈那 浪速高校出

戸倉　桃果 美加ノ原 山本　紗愛 東城陽 湯淺　芹 オータニ広尾 長田　莉子 美加ノ原

2 8:09 ユ　ヘリン 東条の森 11 9:30 北川　紗玖楽 東条の森 19 8:09 木ノ本　星空 蒲生 28 9:30 真下　彩羽 山東

神社　佐也加 滋賀Ｃ 松岡　美幸 山東 山田　萌香 東条の森 長岡　真穂 岸和田

 井手　絵愛里 大阪府協会  中越　百々香 生駒中学  水川　愛菜 近畿大学  渡邊　紗弥華 奈良育英高校

山田　胡花 山東 長森　遥南 神有 田窪　葵 神有 江河　鈴 神有

3 8:18 丹原　弥来 ナパラ 12 9:39 高山　ささら 山東 20 8:18 緒方　菜摘 美加ノ原 29 9:39 北畠　沙彩 有馬

三宅　紗来 太子 長野　莉奈 東条の森 子谷　采 高室池 中西　彩晴 きさいち

 河野　きおら 大阪桐蔭高校  滝澤　里菜 大阪桐蔭高校  庄内　理湖 大阪学院大学  藤原　侑奈 海南高原

山本　斎 山東 溝口　雛 美加ノ原 貞永　茉白 美加ノ原 関口　絵万 朽木

4 8:27 上野　藍子 センチュリー三木 13 9:48 山下　莉奈 東条の森 21 8:27 松本　來海 いなみ 30 9:48 杉本　奈央 岸和田

森下　芽彩 東条の森 細峪　七々 有馬 長野　美結 東条の森 桑添　いずみ 貴志川

 舘　日花梨 滋賀県連盟  赤松　美波 箕島中学  神鳥　ひかる ＥＣＣ学園高校  萩原　実咲 滝川第二高校出

藤原　奈々 洲本 辻本　莉音 山東 鷲尾　菜花 六甲国際 安井　愛 関空クラシック

5 8:36 松本　和佳奈 国木原 14 9:57 松本　陽愛 いなみ 22 8:36 森田　乃愛 ナパラ 31 9:57 閼伽井　雫月 朽木

滝澤　佑菜 きさいち 西本　世蘭 吉川ロイヤル 梅津　桜子 山東 重森　伊緒里 洲本

 宮本　桜空 滝川第二高校  大西　里和 滋賀県連盟  山田　翠咲 東条の森  野瀬　葵 京都府協会

大久保　柚季 有馬 貞永　葵生 美加ノ原 簀戸　佐結理 山東 金沢　美咲 美加ノ原

6 8:45 山本　風花 山東 15 10:06 中島　七海 山東 23 8:45 小林　美咲 泉ヶ丘 32 10:06 真下　海空 山東

岩本　日向 デイリー信楽 福武　采実 オークモント 髙谷　千夏 高室池 大槻　呼幸 福知山

 前田　羚菜 奈良県協会  金　由珠 西播朝鮮初中級学校中学  秋田　藍 大阪学院大学  佐沢　愛々 大阪学院高校出

森田　彩聖 山東 鈴木　陽彩 ナパラ 藪内　優衣 粟賀 岡村　徳子 山東

7 8:54 中西　望緒 きさいち 16 10:15 福崎　凛々 泉佐野 24 8:54 丹羽　櫻 有馬 33 10:15 佐藤　涼音 東条の森

山田　こころ ジャパンビレッジ 山本　唯依 山東 松田　菜々榎 奈良 広津　扶充子 箕面

 高田　花恋 大阪学院大学  足立　凜々花 近畿大学  赤松　渚 ＥＣＣ学園高校  杉田　琉羽 七条中学

森山　亜衣 朽木 中西　亜維 泉ヶ丘 小田　栞 美加ノ原 巽　琉愛 美加ノ原

8 9:03 中尾　夢彩 吉川ロイヤル 17 10:24 福田　美来 山東 25 9:03 三井　優奈 神有 34 10:24 本村　紅音 生野高原

阿部　晴菜 有馬 内垣　綾乃 美加ノ原 有馬　仁美 貴志川 吉満　香歩 デイリー信楽

 天羽　さくら ＥＣＣ学園高校   佐藤　あおい 大阪産業大学附属高校  

松本　静 三日月 黒崎　美羽 洲本

9 9:12 髙橋　茉夢 滋賀Ｇ 26 9:12 向井　千智 美加ノ原

坂下　一葉 美加ノ原 塩路　千尋 阪奈

 仲村　美咲 大阪桐蔭高校出  

注） １．本競技の上位１００人が決勝競技への出場資格を得る。
２．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。

３．病気、事故などのため参加を取止める場合は、3月31日(金)17時までに所属クラブを通じ（加盟クラブ

　　会員外は個人）文書で、関西ゴルフ連盟へFAX（06-6445-3558）すること。

　　ただし、3月31日(金)17時以降及び競技当日の場合は､伏尾ゴルフ俱楽部 (℡：072-751-4418) へ連絡すること。

４．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。

５．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。

６．クラブハウス開場は、６：３０です。
競技委員長 髙橋　和美

２０２３年４月３日(月)

参加数

期　日
場　所

　　　【注意事項】

　　　✧ 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


