
Ｈ № 氏　名 チーム名 Ｈ № 氏　名 チーム名

1 作　田　　　実 　神戸市ＧＧ協会 8 林　　　久　子 ふれんど

22 小　池　千　琴 　神戸フレンズＧＧＣ 29 永　井　セイ子 和田岬

43 石　川　信　子 　湊川寿友の会 50 鴻　池　満　子 筑紫ゴールド

64 寸　田　和　子 　(神戸)西脇クラブ 71 野　瀬　幸　一 王子クラブ

2 小　山　眞知子 　神戸市ＧＧ協会 9 森　脇　智　子 ふれんど

23 岸　田　弘　子 　神戸フレンズＧＧＣ 30 永　井　幸　生 和田岬

44 美　寺　チカエ 　湊川寿友の会 51 清　友　眞　弓 筑紫ゴールド

65 藤　本　博　子 　(神戸)西脇クラブ 72 長谷川　　　嶢 王子クラブ

24 佐　田　實　夫 　神戸フレンズＧＧＣ 10 末　広　智恵子 ふれんど

45 岡　野　きみよ 　湊川寿友の会 31 岸　　　　　浩 和田岬

66 川　辺　祥　子 　(神戸)西脇クラブ 52 大　石　富久子 筑紫ゴールド

170 木　下　　　光  　深江クラブ 73 磯　部　　　正 王子クラブ

25 杉　尾　はるみ 　神戸フレンズＧＧＣ 11 宮　田　いく子 ふれんど

46 重　田　英　男 　湊川寿友の会 32 岸　　　清　子 和田岬

67 吉　田　叡　子 　王子クラブ 53 山　本　節　子 筑紫ゴールド

138 船　越　靖　弘   梅の香ＧＧＣ 75 平　石　博　代 山の街新生会

5 正　井　誠　治 　神戸市ＧＧ協会 12 浜　野　三枝子 ふれんど

26 榎　本　文　二 　神戸フレンズＧＧＣ 33 松　島　綾　子 和田岬

47 山　中　　　尚 　湊川寿友の会 54 吉　岡　明　美 筑紫ゴールド

68 山　本　一　恵 　王子クラブ 76 村　主　美津子 山の街新生会

6 植　屋　吉　弘 　個人 13 青　木　　　優 乙木

27 西　川　喜　雄 　舞子のびのびクラブ 34 坪　内　耀　弘 リフレッシュ星陵

48 谷　村　吉　教 　湊川寿友の会 55 東　　　勝　弘 (神戸)西脇クラブ

69 唐　崎　悦　子 　王子クラブ 77 石　原　通　恵 山の街新生会

7 川　辺　　　蕃 　六甲クラブ 14 青　木　妙　子 乙木

28 設　楽　秀　子 　舞子のびのびクラブ 35 坪　内　日出子 リフレッシュ星陵

49 伊　東　冨美一 　湊川寿友の会 56 足　立　幸　穂 (神戸)西脇クラブ

70 野　瀬　　　勝 　王子クラブ 78 古　谷　昭　子 山の街新生会

74 鵜　川　公　佑 　松竹梅
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Ｈ № 氏　名 チーム名 Ｈ № 氏　名 チーム名

15 坪　田　光　正 　須磨ゲンキーズ 3 杉　谷　美和子 ヤングすずらん

36 後　藤　孝　子 　リフレッシュ星陵 87 上　野　克　子 明親ふれあい

57 小　川　完　治 　(神戸)西脇クラブ 108 山　品　晴　美 せいれいＧＧ同好会

79 八　尾　正　行 　山の街新生会 131 井　上　芳　子 平野ＧＧふれあい会

16 坪　田　明　美 　須磨ゲンキーズ 88 越　前　良　子 明親ふれあい

37 中　尾　キヌコ 　リフレッシュ星陵 109 河　口　一　夫 せいれいＧＧ同好会

58 此　元　延　昭 　(神戸)西脇クラブ 132 牧　田　良　子 平野ＧＧふれあい会

80 畑　山　輝　雄 　山の街新生会 154 沖　汐　豊　美 ヤングすずらん

17 谷　岡　　　弘 　舞子 89 石　田　堅　治 明親ふれあい

38 蔵　元　昌　彦 　リフレッシュ星陵 110 野　呂　武　郎 せいれいＧＧ同好会

59 菅　野　　　清 　(神戸)西脇クラブ 133 福　山　佳　美 平野ＧＧふれあい会

81 浜　崎　宗　昭 　KOBEゆり鴎 155 柳　田　和　美 ヤングすずらん

18 衣　笠　弘　子 　舞子 90 大　豊　暉　美 明親ふれあい

39 石　﨑　敏　也 　リフレッシュ星陵 111 西　田　廣　子 せいれいＧＧ同好会

60 平　野　元　康 　(神戸)西脇クラブ 134 大　田　つたゑ 平野ＧＧふれあい会

82 大　下　喜代美 　垂水ＧＧＣ 156 岩　井　　　正 ヤングすずらん

19 北　川　幹　夫 　舞子 91 中　原　紀　六 明親ふれあい

40 永　井　康　子 　リフレッシュ星陵 112 中　村　隆　行 せいれいＧＧ同好会

61 足　立　福　美 　(神戸)西脇クラブ 135 林　田　政　子 平野ＧＧふれあい会

83 藤　本　ひろみ 　垂水ＧＧＣ 157 中　尾　　　修 ヤングすずらん

20 奥　本　泰　子 　舞子 92 中　原　洋　子 明親ふれあい

41 石　田　順　久 　みはらし会 113 和　田　嗣　郎 芝崎ＧＧ愛好会

62 後　藤　和　子 　(神戸)西脇クラブ 136 川　崎　くに子 平野ＧＧふれあい会

84 片　岡　満智子 　垂水ＧＧＣ 158 岡　田　泰　照 ヤングすずらん

21 松　下　和　子 　神戸フレンズＧＧＣ 93 村　田　純　子 たんぽぽ

42 高　見　佐代子 　湊川寿友の会 114 近　藤　政　夫 芝崎ＧＧ愛好会

63 堺　井　順　子 　(神戸)西脇クラブ 137 岸　本　恭　江 平野ＧＧふれあい会

85 田　代　信　秋 　垂水ＧＧＣ 159 沖　汐　英　男 ヤングすずらん

86 石　野　博　正 　個人
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94 岡　田　絹　代 　たんぽぽ 101 沢　谷　昌　子 西鈴クラブ

115 近　藤　信　子 　芝崎ＧＧ愛好会 124 松　井　光　枝 平野ＧＧふれあい会

139 末　長　則　幸 　出合同好会 146 木　下　佐和子 道クラブ

160 黒　田　岩　夫 　うるわしＧＧＣ 148 古　谷　記　子 あじさい

95 栄　田　光　恵 　たんぽぽ 4 揚　野　日　鶴 神戸市ＧＧ協会

116 茨　木　秀　雄 　芝崎ＧＧ愛好会 102 能　村　文　雄 シルバー15

140 池　内　正　巳 　出合同好会 125 谷　﨑　宣　子 平野ＧＧふれあい会

161 山　下　さゑ子 　うるわしＧＧＣ 167 川　崎　春　生 Ｇ・Ｇ幸陽

96 佐　名　志保子 　たんぽぽ 103 窪　　　國　忠 シルバー15

117 竹　本　豈　官 　プレミアムＧＧ 126 田　畑　公　子 平野ＧＧふれあい会

141 吉　川　　　治 　出合同好会 149 浜　崎　俊　二 あじさい

162 黒　田　康　乃 　うるわしＧＧＣ 168 川　崎　年　子 Ｇ・Ｇ幸陽

97 川　口　恭　子 　たんぽぽ 104 中　谷　一　郎 シルバー15

118 竹　本　佐和子 　プレミアムＧＧ 127 金　谷　高　一 平野ＧＧふれあい会

142 橋　本　孝　博 　出合同好会 150 谷　　　とし子 あじさい

163 半　田　いね子 　うるわしＧＧＣ 169 榊　　　　　淑 Ｇ・Ｇ幸陽

98 山　崎　将　八 　西鈴クラブ 105 米　田　　　肇 せいれいＧＧ同好会

120 四　本　州　子 　フレンズちどり 119 佐　川　　修 名谷グリーンクラブ

143 本　田　治　男 　出合同好会 128 大　北　倍　世 平野ＧＧふれあい会

164 山　口　美智代 　うるわしＧＧＣ 151 前　地　初　子 あじさい

99 松　本　　　守 　西鈴クラブ 106 吉　井　達　子 せいれいＧＧ同好会

121 吉　田　登紀子 　フレンズちどり 129 安　尾　キミ子 平野ＧＧふれあい会

144 吉　田　満洲雄 　出合同好会 152 安　楽　清　則 あじさい

165 藤　岡　和　子 　うるわしＧＧＣ 171 米　田　一　三 菊水ＧＣ

100 塩　田　洋　一 　西鈴クラブ 107 上　田　博　嗣 せいれいＧＧ同好会

122 四　本　雅　寛 　フレンズちどり 130 松　井　　　肇 平野ＧＧふれあい会

145 池　田　貴十之 　出合同好会 153 山　西　静　代 あじさい

166 小　坂　高　志 　うるわしＧＧＣ 172 平　田　久　江 菊水ＧＣ

123 寺　岡　順　子 　平野ＧＧふれあい会
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