
[2地区] 2015 LPGAプロテスト 第1次予選 競技委員会により組合せを変更することがあります。

【 競技委員会 】

原田　香里 阿蘇　紀子

森岡まゆみ 髙山　美穂

加藤あづみ

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

与那嶺　真代 ﾍﾞﾙﾌﾗﾜｰCC +5 橋添　香 山梨学院大学 +3 山本　景子 ﾄｰｼﾝｻｸﾗﾋﾙｽﾞGC +5 小林　沙良 ﾌﾘｰ +9

渡邉　美雨 ﾌﾘｰ +5 井野　珠美 ﾌﾘｰ +3 青木　楓 城陽CC +5 長﨑　美優 ﾌﾘｰ +9

渡辺　亜矢子 ﾍﾞﾙﾌﾗﾜｰCC +5 張　秀玭 ﾌﾘｰ +3 渡名喜　祐佳 葛城GC +5 牧　里奈 南山CC +9

藤田　澪 ﾍﾞﾙﾌﾗﾜｰCC +5 立浦　葉由乃 ﾌﾘｰ +3 河野　清子 ﾌﾘｰ +5 高鳥　萌 都GC +10

洪　敏瑄 ﾌﾘｰ +5 千畑　友歌里 マダムJGC +2 山本　あす香 葛城GC +5 松居　恵美子 ﾌﾘｰ +10

新木　葉月 ﾌﾘｰ +4 守隨　麻衣 ﾌﾘｰ +2 小西　葵 ﾌﾘｰ +5 深澤　愛梨 ﾌﾘｰ +10

髙橋　黎子 葛城GC +4 佐藤　耀穂 ﾌﾘｰ +2 西村　美希 ﾌﾘｰ +6 棚瀬　裕子 ｾﾝﾄｸﾘｰｸGC +10

奥田 毬子 ﾍﾞﾙﾌﾗﾜｰCC +4 曽田　千春 ﾌﾘｰ +2 久保田　有里 ﾌﾘｰ +6 本仮屋　沙織 ﾛｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ +11

山野辺　栞南 ﾌﾘｰ +4 鈴木　美月 ﾌﾘｰ +1 長田　紫野香 ﾌﾘｰ +6 左山　舞 近鉄賢島CC +11

箕手　愛美 ﾌﾘｰ +4 野澤　真央 ﾌﾘｰ +1 鈴木　里菜 ｳｯﾄﾞﾌﾚﾝｽﾞ森林公園G +6 木野　史恵 ﾌﾘｰ +11

樋口　明美 ﾌﾘｰ +4 山本　さやか 葛城GC +1 鈴木　麻友 ﾌﾘｰ +7 山本　あいり ﾌﾘｰ +12

佐々木　萌有 ﾌﾘｰ +4 平井　亜実 小松CC 0 古屋　佑佳 高坂CC +7 小澤　美奈瀬 ﾌﾘｰ +12

水本　千聖 近鉄賢島CC +4 石川　彩 ﾌﾘｰ 0 瀬戸　瑞希 琵琶湖CC +7 嶌　彩矢香 ﾌﾘｰ +12

藤井　礼子 ﾌﾘｰ +4 金　采垠 ﾌﾘｰ 0 福岡　あず沙 ﾌﾘｰ +7 加藤　百恵 ﾌﾘｰ +13

森末　佳代子 ｺｺﾊﾟﾘｿﾞｰﾄ白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞGC +4 佐野　杏紗 ﾍﾞﾙﾌﾗﾜｰCC -1 北井　由梨 中央学院大学 +7 片桐　由香子 ﾌﾘｰ +14

川上 茉莉枝 葛城GC +4 長谷川　理那 高坂CC -1 桑原　亜美 ﾌﾘｰ +7 菊池　美保子 浦和GC +17

眞尾　万里 ﾌﾘｰ +4 濱田　茉優 ｺｺﾊﾟﾘｿﾞｰﾄｸﾗﾌﾞ白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞGC -1 津房　優香 ﾌﾘｰ +8 村井　直緒 ﾌﾘｰ +20

宮田　愛美 ﾌﾘｰ +4 杉山　美帆 ﾌﾘｰ -1 宮田　志乃 ﾌﾘｰ +8 世良　莉香子 ﾌﾘｰ +21

岩坪　祐美 ｼﾞｬﾊﾟﾝｴｰｽGC +4 橋本　遥 ﾌﾘｰ +8

沖田　夢 千葉CC川間C +3 後中　美璃 葛城GC +9

髙島　海帆 ﾌﾘｰ +3 後藤　充希 ｾﾝﾄｸﾘｰｸGC +9

LPGAオフィッシャルWEBサイト： http://www.lpga.or.jp
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2015年3月19日(木) 6,345Yards　Par72
ココパリゾートクラブ 白山ヴィレッジゴルフコース2nd Round 出場者　78名
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