
日本スポーツマスターズ 2017 兵庫大会・ゴルフ競技 女子 
組合せ及びスタート時刻表

1st Tee 10th Tee
No. TIME TEAM No. TIME TEAM No. TIME TEAM No. TIME TEAM

平田　雪恵 福岡 横山　亜弥子 埼玉 鷹嶋　兼子 秋田 横田　光子 神奈川

高山　みどり 福岡 猪野　智子 埼玉 鈴木　慶子 秋田 田谷　千秋 神奈川

大石　早苗 福岡 加藤　仁美 埼玉 伊藤　美恵子 秋田 大畠　恵子 神奈川

黒木　蘭 東京 富田　佳子 香川 東大森　れい子 熊本 藤井　幸子 岡山

小坂　順子 東京 田中　政代 香川 本田　千鶴 熊本 山田　久子 岡山

川勝　美紀 東京 中山　紀子 香川 寺嶋　誠子 熊本 猪木　幸子 岡山

福田　みちえ 山口 中岡　由枝 兵庫 山田　美智代 佐賀 荒田　つゆ子 鹿児島

松枝　香 山口 梶田　恵代 兵庫 坂本　由香里 佐賀 松田　しょう子 鹿児島

松本　きよみ 山口 藤永　記代 兵庫 小渕　則子 佐賀 塩川　孝子 鹿児島

花井　正子 愛知 松尾　賢子 宮崎 古川　邦江 福島 田中　真弓 沖縄

永山　恵子 愛知 藤本　寿子 宮崎 黒田　加寿子 福島 比嘉　ゆかり 沖縄

堀田　裕美子 愛知 乙守　みえ子 宮崎 佐伯　由紀子 福島 大井　幸子 沖縄

篠塚　美幸 千葉 菊池　るみ子 岩手 藤井　里香 高知 入野　己弥代 静岡

平田　悦子 千葉 大関　広子 岩手 山崎　理江 高知 平野　範子 静岡

山口　久美 千葉 三浦　小百合 岩手 中越　久美 高知 関　公子 静岡

広野　泰子 広島 奥村　美千代 大分 千葉　裕美 宮城 平田　優子 富山

杉本　奈於美 広島 北野　弘子 大分 松田　清美 宮城 勅使川原　靖子 富山

小田　久美子 広島 橋本　三代子 大分 林　きくみ 宮城 吉村　英美子 富山

山口　知子 岐阜 柳澤　信子 ⾧野 山口　美帆 ⾧崎 平野　美千代 北海道

酒井　美喜 岐阜 尾崎　政子 ⾧野 佐々木　郁美 ⾧崎 中島　絹代 北海道

後藤　婦美代 岐阜 懸川　恵子 ⾧野 竹下　成子 ⾧崎 立野　聖子 北海道

秋山　ミイ 栃木 大橋　恵美 徳島 奥山　八重子 山形 田辺　房江 滋賀

室井　美喜恵 栃木 徳野　秀子 徳島 石田　享子 山形 森下　礼子 滋賀

松本　たけ子 栃木 千石　弘子 徳島 原田　佐世子 山形 兼田　由美子 滋賀

中西　以穂 三重 玉木　晴子 新潟 龍澤　めぐみ 山梨 小澤　千恵子 群馬

菊川　由美子 三重 田村　幸子 新潟 宮澤　美津子 山梨 馬場　百合子 群馬

太田　明美 三重 仲丸　きよ枝 新潟 秋山　和子 山梨 橋爪　貴子 群馬

二宮　薫 愛媛 内田　昌恵 京都 井木　芳枝 鳥取 岡　幸江 島根

島瀬　靖子 愛媛 浜　裕子 京都 小林　美智代 鳥取 松木　利理 島根

山本　久子 愛媛 西田　貴子 京都 梶田　由美子 鳥取 藤原　知子 島根

西村　満由美 大阪 斉藤　くみこ 青森 森本　秀巳 奈良 髙嶋　ひとみ 福井

山内　正江 大阪 舘　京子 青森 橋本　敬子 奈良 清水　郁子 福井

清水　陽子 大阪 三枝　美奈子 青森 的場　優子 奈良 関根　妙子 福井

北　泰善 和歌山 上村　ひろみ 茨城 尾花　恵美子 石川

森本　ゆかり 和歌山 飯室　浩子 茨城 川岸　登代美 石川

谷口　美由紀 和歌山 豊﨑　幸子 茨城 杉森　美恵子 石川

公式練習日 2017年9月13日(水)
東広野ゴルフ倶楽部(5828Yards/Par72)

PLAYER PLAYER PLAYER PLAYER

1 6:45 13 8:21 25 6:48 37 8:24

2 6:53 14 8:29 26 6:56 38 8:32

3 7:01 15 8:37 27 7:04 39 8:40

4 7:09 16 8:45 28 7:12 40 8:48

5 7:17 17 8:53 29 7:20 41 8:56

6 7:25 18 9:01 30 7:28 42 9:04

7 7:33 19 9:09 31 7:36 43 9:12

8 7:41 20 9:17 32 7:44 44 9:20

9 7:49 21 9:25 33 7:52

10 7:57 22 9:33 34 8:00

23 9:41 35 8:08

45 9:28

46 9:36

47 9:44

12 8:13 24 9:49 36 8:16

11 8:05



日本スポーツマスターズ 2017 兵庫大会・ゴルフ競技 女子 
組合せ及びスタート時刻表

1st Tee 10th Tee
No. TIME TEAM No. TIME TEAM No. TIME TEAM No. TIME TEAM

髙嶋　ひとみ 福井 北野　弘子 大分 秋山　ミイ 栃木 勅使川原　靖子 富山

荒田　つゆ子 鹿児島 徳野　秀子 徳島 松尾　賢子 宮崎 森下　礼子 滋賀

山口　美帆 ⾧崎 浜　裕子 京都 上村　ひろみ 茨城 松木　利理 島根

岡　幸江 島根 梶田　恵代 兵庫 山口　知子 岐阜 松田　しょう子 鹿児島

藤井　幸子 岡山 大関　広子 岩手 中岡　由枝 兵庫 平野　範子 静岡

千葉　裕美 宮城 尾崎　政子 ⾧野 斉藤　くみこ 青森 中島　絹代 北海道

小澤　千恵子 群馬 森本　ゆかり 和歌山 広野　泰子 広島 川岸　登代美 石川

横田　光子 神奈川 田中　政代 香川 富田　佳子 香川 山田　久子 岡山

藤井　里香 高知 藤本　寿子 宮崎 内田　昌恵 京都 比嘉　ゆかり 沖縄

田辺　房江 滋賀 菊川　由美子 三重 篠塚　美幸 千葉 宮澤　美津子 山梨

尾花　恵美子 石川 山内　正江 大阪 横山　亜弥子 埼玉 橋本　敬子 奈良

古川　邦江 福島 猪野　智子 埼玉 玉木　晴子 新潟

平野　美千代 北海道 伊藤　美恵子 秋田 花井　正子 愛知 大石　早苗 福岡

森本　秀巳 奈良 寺嶋　誠子 熊本 北　泰善 和歌山 川勝　美紀 東京

山田　美智代 佐賀 小渕　則子 佐賀 大橋　恵美 徳島 松本　きよみ 山口

平田　優子 富山 佐伯　由紀子 福島 福田　みちえ 山口 堀田　裕美子 愛知

井木　芳枝 鳥取 中越　久美 高知 西村　満由美 大阪 山口　久美 千葉

東大森　れい子 熊本 林　きくみ 宮城 柳澤　信子 ⾧野 小田　久美子 広島

入野　己弥代 静岡 竹下　成子 ⾧崎 黒木　蘭 東京 後藤　婦美代 岐阜

龍澤　めぐみ 山梨 原田　佐世子 山形 二宮　薫 愛媛 松本　たけ子 栃木

鷹嶋　兼子 秋田 秋山　和子 山梨 奥村　美千代 大分 太田　明美 三重

田中　真弓 沖縄 梶田　由美子 鳥取 平田　雪恵 福岡 山本　久子 愛媛

奥山　八重子 山形 的場　優子 奈良 中西　以穂 三重 清水　陽子 大阪

杉森　美恵子 石川 菊池　るみ子 岩手 谷口　美由紀 和歌山

杉本　奈於美 広島 大畠　恵子 神奈川 松田　清美 宮城 加藤　仁美 埼玉

室井　美喜恵 栃木 猪木　幸子 岡山 石田　享子 山形 中山　紀子 香川

島瀬　靖子 愛媛 塩川　孝子 鹿児島 小林　美智代 鳥取 藤永　記代 兵庫

松枝　香 山口 大井　幸子 沖縄 坂本　由香里 佐賀 乙守　みえ子 宮崎

平田　悦子 千葉 関　公子 静岡 山崎　理江 高知 三浦　小百合 岩手

酒井　美喜 岐阜 吉村　英美子 富山 佐々木　郁美 ⾧崎 橋本　三代子 大分

飯室　浩子 茨城 立野　聖子 北海道 田谷　千秋 神奈川 懸川　恵子 ⾧野

小坂　順子 東京 兼田　由美子 滋賀 本田　千鶴 熊本 千石　弘子 徳島

永山　恵子 愛知 橋爪　貴子 群馬 黒田　加寿子 福島 仲丸　きよ枝 新潟

田村　幸子 新潟 藤原　知子 島根 馬場　百合子 群馬 西田　貴子 京都

舘　京子 青森 関根　妙子 福井 清水　郁子 福井 三枝　美奈子 青森

高山　みどり 福岡 鈴木　慶子 秋田 豊﨑　幸子 茨城

第1ラウンド 2017年9月14日(木)
東広野ゴルフ倶楽部(5828Yards/Par72)

PLAYER PLAYER PLAYER PLAYER

1 7:00 13 8:36 25 7:03 37 8:39

2 7:08 14 8:44 26 7:11 38 8:47

3 7:16 15 8:52 27 7:19 39 8:55

4 7:24 16 9:00 28 7:27 40 9:03

5 7:32 17 9:08 29 7:35 41 9:11

6 7:40 18 9:16 30 7:43 42 9:19

7 7:48 19 9:24 31 7:51 43 9:27

8 7:56 20 9:32 32 7:59 44 9:35

9 8:04 21 9:40 33 8:07 45 9:43

10 8:12 22 9:48 34 8:15 46 9:51

11 8:20 23 9:56 35 8:23 47 9:59

12 8:28 24 10:04 36 8:31 48 10:07



日本スポーツマスターズ 2017 兵庫大会・ゴルフ競技 女子 
組合せ及びスタート時刻表

1st Tee 10th Tee
No. TIME TEAM No. TIME TEAM No. TIME TEAM No. TIME TEAM

平田　雪恵 福岡 中島　絹代 北海道 鷹嶋　兼子 秋田 永山　恵子 愛知

黒木　蘭 東京 橋本　敬子 奈良 東大森　れい子 熊本 森本　ゆかり 和歌山

福田　みちえ 山口 坂本　由香里 佐賀 山田　美智代 佐賀 徳野　秀子 徳島

花井　正子 愛知 勅使川原　靖子 富山 古川　邦江 福島 松枝　香 山口

篠塚　美幸 千葉 小林　美智代 鳥取 藤井　里香 高知 山内　正江 大阪

広野　泰子 広島 本田　千鶴 熊本 千葉　裕美 宮城 尾崎　政子 ⾧野

山口　知子 岐阜 平野　範子 静岡 山口　美帆 ⾧崎 小坂　順子 東京

秋山　ミイ 栃木 宮澤　美津子 山梨 奥山　八重子 山形 島瀬　靖子 愛媛

中西　以穂 三重 鈴木　慶子 秋田 龍澤　めぐみ 山梨 北野　弘子 大分

二宮　薫 愛媛 比嘉　ゆかり 沖縄 井木　芳枝 鳥取 高山　みどり 福岡

西村　満由美 大阪 石田　享子 山形 森本　秀巳 奈良 菊川　由美子 三重

北　泰善 和歌山 尾花　恵美子 石川 大関　広子 岩手

横山　亜弥子 埼玉 小田　久美子 広島 横田　光子 神奈川 林　きくみ 宮城

富田　佳子 香川 松本　たけ子 栃木 藤井　幸子 岡山 原田　佐世子 山形

中岡　由枝 兵庫 山本　久子 愛媛 荒田　つゆ子 鹿児島 梶田　由美子 鳥取

松尾　賢子 宮崎 松本　きよみ 山口 田中　真弓 沖縄 小渕　則子 佐賀

菊池　るみ子 岩手 山口　久美 千葉 入野　己弥代 静岡 中越　久美 高知

奥村　美千代 大分 後藤　婦美代 岐阜 平田　優子 富山 竹下　成子 ⾧崎

柳澤　信子 ⾧野 豊﨑　幸子 茨城 平野　美千代 北海道 大畠　恵子 神奈川

大橋　恵美 徳島 川勝　美紀 東京 田辺　房江 滋賀 寺嶋　誠子 熊本

玉木　晴子 新潟 堀田　裕美子 愛知 小澤　千恵子 群馬 佐伯　由紀子 福島

内田　昌恵 京都 仲丸　きよ枝 新潟 岡　幸江 島根 橋爪　貴子 群馬

斉藤　くみこ 青森 三枝　美奈子 青森 髙嶋　ひとみ 福井 関根　妙子 福井

上村　ひろみ 茨城 大石　早苗 福岡 伊藤　美恵子 秋田

清水　郁子 福井 橋本　三代子 大分 室井　美喜恵 栃木 吉村　英美子 富山

松田　しょう子 鹿児島 千石　弘子 徳島 藤本　寿子 宮崎 兼田　由美子 滋賀

佐々木　郁美 ⾧崎 西田　貴子 京都 飯室　浩子 茨城 藤原　知子 島根

松木　利理 島根 藤永　記代 兵庫 酒井　美喜 岐阜 塩川　孝子 鹿児島

山田　久子 岡山 三浦　小百合 岩手 梶田　恵代 兵庫 関　公子 静岡

松田　清美 宮城 懸川　恵子 ⾧野 舘　京子 青森 立野　聖子 北海道

馬場　百合子 群馬 谷口　美由紀 和歌山 杉本　奈於美 広島 杉森　美恵子 石川

田谷　千秋 神奈川 中山　紀子 香川 田中　政代 香川 猪木　幸子 岡山

山崎　理江 高知 乙守　みえ子 宮崎 浜　裕子 京都 大井　幸子 沖縄

森下　礼子 滋賀 太田　明美 三重 平田　悦子 千葉 秋山　和子 山梨

川岸　登代美 石川 清水　陽子 大阪 猪野　智子 埼玉 的場　優子 奈良

黒田　加寿子 福島 加藤　仁美 埼玉 田村　幸子 新潟

第2ラウンド 2017年9月15日(金)
東広野ゴルフ倶楽部(5828Yards/Par72)

PLAYER 1st PLAYER 1st PLAYER 1st PLAYER 1st

1 7:00 13 8:36 25 7:03 37 8:39

2 7:08 14 8:44 26 7:11 38 8:47

3 7:16 15 8:52 27 7:19 39 8:55

4 7:24 16 9:00 28 7:27 40 9:03

5 7:32 17 9:08 29 7:35 41 9:11

6 7:40 18 9:16 30 7:43 42 9:19

7 7:48 19 9:24 31 7:51 43 9:27

8 7:56 20 9:32 32 7:59 44 9:35

9 8:04 21 9:40 33 8:07 45 9:43

10 8:12 22 9:48 34 8:15 46 9:51

11 8:20 23 9:56 35 8:23 47 9:59

48 10:0712 8:28 24 10:04 36 8:31


