
開催日　　　平成３０年９月１３日（木）

【スタート時刻および組合せ表】 開催場所　　ハッピーバレーＧＣ札幌(伊達山、金沢）

OUT(伊達山）

時 間 氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属

1 7:35 山本　陽子 ハッピーバレーGC札幌 阿保　陽子 シャムロックCC 大畑　靖子 スウェーデンヒルズＧＣ 村越　すみ 大雪山ＣＣ

2 7:43 高木　きよみ 真駒内CC 江畑　久美子 エミナGC 原　　沙江 羊ケ丘CC 長内　郁子 札幌エルムCC

3 7:51 山下　智子 クラークCC 浅見　亜矢子 札幌南GC 大林　未季 旭川国際CC 今井　典子 札幌GC

4 7:59 大西　潤子 滝のCC 石森　良子 スウェーデンヒルズＧＣ 横濱　栄子 札幌国際CC 佐藤　美奈子 札幌リージェントGC

5 8:07 河井　　瞬 大雪山ＣＣ 北川　　忍 札幌国際CC 吉田　留美子 真駒内CC 山内　五月 クラークCC

6 8:15 荒谷　　薫 札幌リージェントGC 河村　千代 札幌GC 豊田　千春 滝のCC 井上　尚子 シャトレーゼCC石狩

7 8:23 宮下　正子 旭川国際CC 山本　和恵 札幌エルムCC 谷　　和代 エミナGC 石井　ゆかり ハッピーバレーGC札幌

8 8:31 森田　順子 札幌南GC 山下　幸惠 シャトレーゼCC石狩 五十嵐奈那子 札幌リージェントGC 今井　牧子 シャムロックCC

9 8:39 杉田　瑛子 シャムロックCC 福山　憲子 クラークCC 加島　安子 ハッピーバレーGC札幌 橘　　貴代江 大雪山ＣＣ

10 8:47 藤原　美和子 札幌エルムCC 中島　洋子 滝のCC 中野　英子 羊ケ丘CC 梶川　美佐子 札幌南GC

11 8:55 竹ヶ原　祐子 羊ケ丘CC 朝妻　佐浪 真駒内CC 鈴木　昭子 札幌GC 舞田　加代子 スウェーデンヒルズＧＣ

12 9:03 塩田　美惠子 シャトレーゼCC石狩 堀籠　圭子 旭川国際CC 服部　律子 札幌国際CC 山本　惠美 エミナGC

ＩＮ(金沢）

時 間 氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属

13 7:35 高松　洋子 滝のCC 得能　麻里 札幌南GC 三谷　美紀子 札幌エルムCC

14 7:43 明日見　浩子 シャムロックCC 古谷　雅代 札幌GC 藤田　澄枝 札幌国際CC 山口　周子 ハッピーバレーGC札幌

15 7:51 木村　順子 大雪山ＣＣ 渡部　直子 スウェーデンヒルズＧＣ 池田　早苗 真駒内CC 新井　和子 羊ケ丘CC

16 7:59 寺島　真知子 エミナGC 盛山　悦子 ハッピーバレーGC札幌 森下　佳代子 札幌南GC 竹田　るり子 クラークCC

17 8:07 河上　祥江 羊ケ丘CC 安村　桂子 札幌エルムCC 佐野　八千代 シャムロックCC 三浦　暁子 シャトレーゼCC石狩

18 8:15 小野寺　なおり 札幌国際CC 畑瀬　仁女 札幌リージェントGC 三浦　弘子 シャトレーゼCC石狩 糟谷　純子 札幌GC

19 8:23 田中　弘美 スウェーデンヒルズＧＣ 中山　昭子 真駒内CC 髙橋　三千子 羊ケ丘CC 佐藤　美悦子 滝のCC

20 8:31 留目　知華 札幌エルムCC 横田　眞由美 大雪山ＣＣ 山下　育子 旭川国際CC 伊藤　ミサ子 札幌国際CC

21 8:39 志賀　加容子 札幌GC 広瀬　聡子 札幌リージェントGC 小暮　真知子 クラークCC 伊尾　明子 エミナGC

22 8:47 伊藤　　惠 シャトレーゼCC石狩 石井　絹枝 旭川国際CC 伊田　佳子 スウェーデンヒルズＧＣ 髙木　厚子 真駒内CC

23 8:55 田中　典子 ハッピーバレーGC札幌 谷澤　泰子 エミナGC 児玉　百子 札幌リージェントGC 柳瀨　美保子 札幌南GC

24 9:03 高木　恵美 クラークCC 渡辺　真奈美 シャムロックCC 秋田　春江 滝のCC 明石　尚美 大雪山ＣＣ

　　 ★　施設利用時間　　　 クラブハウス　 6時00分より 食堂 6時00分より
練習場 6時00分より コイン　1枚（３３０円）　３０球　

　 　★ 使用ティ フロントTee（赤色のマーク） ５,５６０ ﾔｰﾄﾞ パー72

　 　★ プレイフィ　　 当日と練習ラウンドはクラブ対抗特別料金    
予約の際は必ずコースに「女子シニアクラブ対抗練習ラウンド」と申し出ください。　

  [競技参加にあたって]

　　 ★　受付はスタートの１時間前より開始いたします。
　 ★　欠席者があった場合、スタート時間及び組合せを変更することがありますのでご了承ください。

★　選手の交代は所定の用紙を用いて、前日の午後５時まで受付けます。
　　 ★　欠席、問い合わせ、その他の連絡は下記へお願いいたします。

　　 　　　　　 末廣　和子　　TEL＆ＦＡＸ　   011-812-5220
　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 携帯電話　　　 090-7643-1670
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 ハッピーバレーGC札幌  　TEL 　　 0133-23-0220
　     FAX  　　0133-23-0770
    

平成３０年度（第１５回）全道女子シニアクラブ対抗親善競技

          競技委員長　　末廣　和子


