
.

ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名

時間 所属 所属 所属 所属 時間 所属 所属 所属 所属

久米 正光 池本 巧 鈴木 忠夫 竹田 二鎬 渡部 哲夫 黒坂 博一 中野 義一 園 耕一郎

高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 よみうりｳｴｽﾄ 米子 京都大原 北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 武庫ﾉ台

興山 紀男 吉川 広道 田中 和夫 林 博 北口 満 和田 秀穂 辻本 雅行 柴田 淳志

京都大原 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 水島 奥津 よみうりｳｴｽﾄ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 奥津

原田 貞良 亀田 伸治 細川 俊男 宮武 正實 丸毛 宏 阿部 集一 田中 正治 井手 功

北神戸 よみうりｳｴｽﾄ 京都大原 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

田口 良平 渡邊 正道 山田 秀夫 井口 健 柿本 正和 蔡 秋明 久光 正文 笹川 康博

ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 京都大原 八女上陽 ｱｵﾉ ｱｵﾉ 西神戸 武庫ﾉ台 よみうりｳｴｽﾄ

森下 進 安芸 崇文 川瀬 建司 湯本 武彦 周藤 可歩 松井 梨緒 三﨑 花音 平田 妃希

大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 京都大原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京阪 武庫ﾉ台 北神戸

駄沢 英男 山本 強 中山 旭 山下 俊憲 山本 唯依 千代 陽菜 岸 紗也香 山本 紗矢

水島 奥津 よみうりｳｴｽﾄ 西神戸 京阪 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 太子ｶﾝﾄﾘｰ 西神戸

7:45 7:45

中山 昌秀 曽谷 直功 三野 文晴 金田 伊織 與儀 小桜 小林 桃幸 山下 アミ 神社 佐也加

武庫ﾉ台 ｱｵﾉ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原 南山ｶﾝﾄﾘｰ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京阪

太田 真宏 吉田 宗治 河本 寿夫 棚田 眞夫 貞永 茉白 高橋 茉夢 大久保 咲季 新垣 くらら

北神戸 京都大原 奥津 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京阪 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 南山ｶﾝﾄﾘｰ

藤原 重雄 関森 保雄 沖 和人 谷口 保浩 小林 実夢 古瀬 寧々 麻吹 理桜 前多 愛

京都大原 岡山空港GC ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京阪 西神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

高橋 英一 浜野 勝 戎井 勉 炬口 春樹 秋田 光梨 小田 栞 玉城 豪華 岡村 紅

八女上陽 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 南山ｶﾝﾄﾘｰ ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ

片岡 司郎 竹内 英雄 三浦 勉 森 秀夫 中川 初音 中村 咲稀 貞永 葵生 佐野 円梨

奥津 武庫ﾉ台 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京阪 武庫ﾉ台

長谷川 勝 三枝 年克 太田 光安 岩瀬 巧 長田 莉子 中田 寧々 藤崎 咲良 杉本 花波

米子 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 武庫ﾉ台 水島 京阪 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

8:37 8:37

石田 輝夫 高橋 幸喜 田ヶ原 章忠 中井 久一 細田 詩織 前里 奈々 輪湖 彩華 山脇 愛璃

よみうりｳｴｽﾄ 北神戸 京都大原 京阪 武庫ﾉ台 南山ｶﾝﾄﾘｰ 京阪 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

吉田 朝太郎 木下 知行 穐田 肇 江西 博文 高里 由貴子 大内 瑞喜 長阪 綾苗 多田 彩乃

ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 奥津 花回廊 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 南山ｶﾝﾄﾘｰ 八女上陽 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京阪

岡西 博司 長富 公守 中嶋 浩 山本 照明 樽本 桜 谷口 志麻 江河 鈴 田渕 頌実

京都大原 よみうりｳｴｽﾄ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 武庫ﾉ台 北神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 岡山空港GC

織田 秀宣 菅原 健 吉岡 博一 渡邊 省二 大久保 柚季 國分 彩那 鷲尾 菜花 山中 麻緒

ｼｰﾄﾞ･北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 今治 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 武庫ﾉ台 西神戸 八女上陽

黒田 進 藤石 正人 河内 志郎 大東 重則 鈴木 陽彩 徳永 歩 岡 初紀 村上 美空

ｼｰﾄﾞ･よみうり 京阪 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 北神戸 ｼｰﾄﾞ･京阪 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島

山岡 照明 大西 慶藏 鵜鷹 敏一 小田桐 正治 岡田 樹花 山邊 里奈 園田 結莉亜 浦崎 涼

ｼｰﾄﾞ･京阪 ｱｵﾉ 水島 京都大原 ｼｰﾄﾞ･ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 太子ｶﾝﾄﾘｰ ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ 南山ｶﾝﾄﾘｰ

9:30 9:30

厚見 信一郎 保都 文利 中嶋 光男 竹島 洋美 水木 春花 岩谷 奏 竹ノ内 南 島勝 ひなた

ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 岡山空港GC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 奥津 ｼｰﾄﾞ･ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ 花回廊 京阪 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島

青田 光宏 猪原 征三 荒松 徳夫 水口 廣司 町田 理奈 北村 涼音 西本 いづみ 橋本 美月

ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ 花回廊 米子 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 八女上陽 京阪 奥津 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

三木 建二 奥村 弘尊 栗田 三千男 杉山 雅則 久世 夏乃香 肥田 亜美 福住 あい 大谷 菜々子

高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ｱｵﾉ よみうりｳｴｽﾄ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京阪

田中 均 中岡 昌美 福島 清吉 光森 勝利 市川 琴雪 長森 遥南 岡田 秋乃 田口 夏鈴

京都大原 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西神戸 岡山空港GC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 花回廊

川瀬 英敏 山崎 豊 谷口 豊一 大田 師久 戸倉 桃果 菊田 ひな 松岡 仁美

ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 八女上陽 京都大原 奥津 京阪 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 八女上陽

参加人数：183人

2 7:08 2 7:08

3 7:15 3

全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権
全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権

西日本地区決勝
開催コース：武庫ノ台ゴルフコース 2019年4月25日(木)

OUT IN 

組 組

1 7:00 1 7:00

7:15

4 7:22 4 7:22

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

7 7:52 7 7:52

5 7:30 5 7:30

6 7:37 6 7:37

8 8:00 8 8:00

9 8:07 9 8:07

10 8:15 10 8:15

11 8:22 11 8:22

調　　整　　時　　間

13 8:45 13 8:45

12 8:30 12 8:30

調　　整　　時　　間

14 8:52 14 8:52

15 9:00 15 9:00

16 9:07 16 9:07

17 9:15 17 9:15

調　　整　　時　　間

19 9:37 19 9:37

18 9:22 18 9:22

調　　整　　時　　間

20 9:45 20 9:45

21 9:52 21 9:52

-

22 10:00 22 10:00

23 10:07 23 10:07


