
Final Round
LPGAレジェンズツアー タカインターナショナルカップ高又順インビテーショナル

上総モナークカントリークラブ
2014年10月10日(金) シニア：5,963Yards　グランドシニア：5,534Yards　PAR72

出場者　106名（シニア：91名　グランドシニア：15名）

1st Tee 10th Tee

組 時刻 所　属 スコア 組 時刻 所　属 スコア 組 時刻 所　属 スコア 組 時刻 所　属 スコア

☆ 稲葉 真寿美 日本ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ振興協会 +8 加納 由美子 ｸﾞﾗﾝ ﾇｰｳﾞｪﾙ +3 ☆ 鳥山 由紀子 フリー +9 小方 芳美 大厚木カントリークラブ桜コース +7

☆ 伊藤 礼 東京バーディC +8 熊谷 定江 フリー +3 ☆ 高久 八重子 フリー +10 山下 久美 Misumi +7

☆ 永田 富佐子 ヨネックス +7 金 晶秀 Vroad +3 ☆ 舟橋 由美子 鳳凰GC +11 石川 惠子 フリー +7

☆ 池渕 富子 会津屋 +7 ｹｲ ｼﾞｬﾝﾇ サーフビバレッジ +2 ☆ 田川 恵子 ３１カントリークラブ +12 河本 美津子 東邦電子 +7

☆ 今堀 りつ 読売ゴルフ +6 上田 友子 ＳＡＮＫＹＯ +2 ☆ 桝井 芙佐子 フリー +18 かねだ ひろみ マルタカ +7

☆ 太田 育恵 フリー +6 大金 寿子 ｺﾞﾙﾌﾌﾟﾗｻﾞｻﾝﾗｲｽﾞ +2 ☆ 横山 美智子 フリー +19 増田 智美 ジーナインベストメント +8

☆ 柏戸 レイ子 フリー +5 新井 敬子 フリー +2 野澤 むつこ フリー +5 橋本 愛子 フリー +8

☆ 斉藤 雅子 地質士 +5 笹山 麻紀 フリー +2 久保 眞美 フリー +5 市口 雅子 三田レークサイドCC +8

☆ 岡田 美智子 日本ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ振興協会 +5 森本 多津子 六地蔵ゴルフ +2 久保田 有弥 フリー +5 谷 福美 荒川ゴルフクラブ +8

山名 悠喜 フリー +5 小林 洋子 フリー +2 藤井 裕子 フリー +5 瀬尾 清美 藤企業 +8

小倉 由子 富岡倶楽部 +5 白戸 由香 日立ソリューションズ +1 松尾 貴子 フリー +5 鈴木 るみ子 藤企業 +8

小川 晶子 フリー +5 松澤 知加子 ホリプロゴルフアカデミー +1 村井 真由美 綾羽 +5 鈴木 志保美 フリー +9

下條 江理子 日発販売 +4 島袋 美幸 綾羽 +1 藤原 利絵 コンドルタクシーグループ +5 八木 優子 フリー +9

福田 由美子 フリー +4 黄 玥珡 天野山CC +1 矢部 祐子 GC金沢リンクス +5 金谷 智美 フリー +9

日吉 久美子 十里木CC +4 たに ひろえ ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ +1 渕 久美子 相模原GC +6 山﨑 清枝 フリー +9

前田 日出子 エンハンストマテリアル +4 高 又順 上総モナークカントリークラブ +1 若浦 みどり ｻﾞ･ｻｲﾌﾟﾚｽGC +6 川口 寿子 ﾌｧｲﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞC +9

野津 一美 フリー +4 植木 征江 フリー +1 中村 祐子 フリー +6 北山 孝子 東成商事 +10

祖父江 歩 ｽﾘｰﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞC +4 髙梨 カンナ 箱根湖畔ｺﾞﾙﾌｺｰｽ +1 磯田 京子 フリー +6 石井 真由美 レイクウッドGC +10

三津谷 睦子 フリー +4 矢部 有香子 フリー +1 三浦 佳世子 万寿ゴルフクラブ +6 内田 真由美 フリー +10

黄 璧洵 フリー +4 野呂 奈津子 さなげCC 0 小久保 由加里 健勝 +6 平瀬 哲子 フリー +10

山中 恵 ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 +4 城戸 富貴 呉羽カントリークラブ 0 足立 香澄 フリー +6 古河崎 裕子 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ　ﾀﾞｲｿｰ +11

木本 若菜 フリー +3 小林 さつき フリー -1 鳥羽 美佐子 藤岡CC +6 岡野 圭子 筑波CC +12

藤澤 美佐代 フリー +3 西山 泰代 名神八日市CC -1 福山 与里子 フリー +6 石川 恵 フリー +13

鎮西 まゆみ フリー +3 平田 充代 天野山CC -1 伊藤 順子 フリー +6

三橋 里衣 ＴＤＣプランニング +3 西田 智慧子 フリー -2 中嶋 千尋 さだプロ +6 永江 直美 ゴルフ科学研究所 +13

兵頭 はる美 ミズノ +3 藤井 かすみ フリー -4 古家 三起子 フリー +6 阿部 まさ子 フリー +16

池谷 久美子 フリー +3 河野 はるみ フリー -4 橋村 時子 ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙGC +6

☆　・・・　グランドシニア

LPGAにより組合せを変更することがあります。 競技委員長 ：井上 奈都子
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