
7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10

1 木 善岡 善岡 (P)善 林田 浅澤 林田 浅澤 (Jr)林 浅澤 林田 浅澤 林田 林田 1 木

2 金 木口 木口 木口 山本 木口 山本 (強)木 山本 山本 山本 2 金

3 土 林田 40善 林田 40善 林田 林田 木口 林田 木口 木口 木口 3 土

20山 20山 20山 20山 (マ)20木 20木 20木

4 日 山本 40木 山本 40木 山本 40木 山本 40善 山本 40善 (シ)山 40善 (P)40善 善岡 善岡 4 日

20林 20林 20林 20林 20林

5 月 山本 善岡 山本 善岡 山本 善岡 (Jr)善 善岡 (初)善 善岡 5 月

6 火 木口 木口 木口 木口 木口 木口 6 火

7 水 善岡 善岡 善岡 浅澤 (Jr)木 浅澤 40山 浅澤 40山 (マ)40山 7 水

20木 20木 20木

8 木 善岡 善岡 (P)善 善岡 善岡 浅澤 浅澤 浅澤 8 木

9 金 木口 木口 木口 山本 木口 山本 (P)木 山本 山本 山本 9 金

10 土 林田 40善 林田 40善 林田 40善 林田 (シ)40善 木口 林田 (P)善 木口 木口 木口 10 土

(マ)20木 20木 20木

11 日 山本 40木 山本 40木 山本 40木 山本 40善 山本 40善 (シ)山 40善 (P)40善 善岡 善岡 11 日

20林 20林

12 月 山本 山本 (P)山 山本 山本 12 月

13 火 林田 木口 林田 木口 木口 木口 木口 木口 13 火

14 水 林田 善岡 山本 木口 14 水

15 木 林田 林田 (Jr)林 浅澤 林田 浅澤 林田 林田 15 木

16 金 木口 木口 山本 山本 山本 山本 山本 16 金

17 土 林田 40善 林田 40善 林田 40善 林田 40善 木口 林田 (シ)善 木口 木口 木口 17 土

20山 20山 20山 20山 (強)20山 (P)20木 20木 20木

18 日 山本 40木 山本 40木 山本 40木 山本 40善 山本 40善 (シ)山 40善 (P)40善 善岡 善岡 18 日

20林 20林 20林 20林 20林

19 月 善岡 山本 善岡 山本 善岡 (Jr)善 善岡 (P)山 (初)善 山本 善岡 山本 19 月

20 火 林田 木口 林田 木口 林田 木口 林田 木口 林田 木口 林田 木口 20 火

21 水 林田 善岡 林田 善岡 林田 (強)善 (Jr)木 木口 山本 木口 山本 木口 (マ)山 21 水

22 木 善岡 善岡 林田 林田 (Jr)林 林田 林田 林田 22 木

23 金 木口 木口 山本 山本 山本 山本 山本 23 金

24 土 林田 40善 林田 40善 林田 40善 林田 40善 木口 林田 善岡 (シ)善 木口 木口 木口 24 土

20山 20山 20山 20山 (強)20山 (シ)20木 20木 20木

25 日 山本 40木 山本 40木 山本 40木 山本 (P)40木 山本 40林 (P)山 (シ)40林 40林 林田 林田 25 日

20善 20善 20善 20善 20善 20善

26 月 善岡 山本 善岡 山本 善岡 (Jr)善 善岡 (P)山 (初)善 山本 善岡 山本 26 月

27 火 林田 木口 林田 木口 林田 木口 林田 木口 林田 木口 林田 木口 27 火

28 水 林田 善岡 林田 善岡 林田 (強)善 (Jr)木 木口 山本 木口 山本 木口 (マ)山 28 水

29 木 善岡 善岡 善岡 善岡 林田 (P)善 林田 (Jr)林 浅澤 林田 浅澤 林田 林田 29 木

30 金 木口 林田 木口 林田 木口 林田 山本 木口 山本 (P)木 山本 山本 山本 30 金

31 土 林田 善岡 林田 善岡 山本 木口 山本 木口 31 土

担当 定員

木口 8

善岡 4

山本 3

善岡 3

山本 9

林田 6

林田 3

善岡 8

木口 3

善岡 3

木口 4

山本 3

　　

12月 12月

内容 日付 チケット コース名 集合時間 プレーフィー

¥6,000

18ホールラウンドレッスン 12月1日 6 東条の森　東条コース　18ホールプレー9ホールレッスン（食事付） 8:00 ¥8,350

9ホールラウンドレッスン 12月3日 6 六甲国際パブリックコース　9ホールプレー（カート無） 13:00

¥3,000

初心者ラウンドレッスン 12月5日 4 市川ゴルフ　9ホールプレー（ロッカー使用不可） 14:30 ¥1,650

初心者ラウンドレッスン 12月9日 4 やしろカントリクラブ　9ホールプレー（ロッカー使用不可） 13:30

¥4,500

第3回女子ラウンド会 12月10日 1 姫路シーサイド　18ホールラウンド（食事付） 8:00 ¥7,700

3ホール貸しコースレッスン 12月11日 4 姫路シーサイドゴルフ　3ホール貸し切（ロッカー使用不可） 14:00

¥8,400

3ホール貸しコースレッスン 12月13日 4 姫路シーサイドゴルフ　3ホール貸し切（ロッカー使用不可） 14:00 ¥3,000

18ホールラウンドレッスン 12月15日 6 小野グランド　OLDコース　18ホールプレー9ホールレッスン（食事補助付） 7:30

¥4,100

初心者ラウンドレッスン 12月16日 4 市川ゴルフ　9ホールプレー（ロッカー使用不可） 13:30 ¥1,650

初心者ラウンドレッスン 12月22日 4 六甲国際パブリックコース　9ホールプレー（カート無） 13:15

※ラウンドレッスンは、2名以上参加で成立致します。

9ホールラウンドレッスン 12月23日 6 城山ゴルフ倶楽部　9ホールプレー（ロッカー使用不可） 13:00 ¥4,200

初心者ラウンドレッスン 12月29日 4 市川ゴルフ　9ホールプレー（ロッカー使用不可） 14:30 ¥1,650


