
[3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 】

那須美根子 田中　裕子

井上奈都子 阿蘇　紀子

川西　栄子

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

竹山　佳林 ﾌﾘｰ +9 三宅　絵梨 Evolvin +6 中原　優子 ﾌﾘｰ +10 岩津　裕璃香 ﾌﾘｰ +13

長谷部　久美 ﾌﾘｰ +9 岡山　絵里 ﾌﾘｰ +5 栗永　遥 3.7.3ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ +10 浜崎　亜矢茄 茨木CC +13

奥村　真由美 ﾌﾘｰ +9 山下　朋子 ﾌﾘｰ +5 縄本　文 呉CC +10 本田　真暉 ﾌﾘｰ +14

鈴木　愛沙美 ｻﾞ･ｸｲｰﾝｽﾞﾋﾙGC +9 前田　衣里奈 ﾌﾘｰ +5 中井　千種 ﾌﾘｰ +10 木下　智穂 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸGC +14

水谷　真規子 ﾌﾘｰ +9 沖　せいら ﾌﾘｰ +4 望月　綾乃 ﾌﾘｰ +10 福田　都美 ﾌﾘｰ +14

新井　麻央 須磨産業 +9 上畠　もえな ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝGC +4 小竹　瑠奈 ﾌﾘｰ +10 市場　茜音 ﾌﾘｰ +14

芳村　季成 ﾌﾘｰ +9 三宅　百佳 ﾌﾘｰ +4 渡邉　加奈 佐賀CC +10 江川　沙理菜 熊本空港CC +14

吉岡　ひかる 有馬CC +8 陣内　由香 ﾌﾘｰ +4 山田　祥代 ﾌﾘｰ +10 志垣　ゆえみ 太平洋C六甲C +14

田中　瑞代 ﾌﾘｰ +8 井上　沙紀 ﾌﾘｰ +4 嶋谷　有紗 六甲国際GC +10 古波蔵　希 ﾌﾘｰ +15

萩　桃江 ﾌﾘｰ +8 三ヶ島　かな ﾌﾘｰ +4 安田　喜美子 後楽GC +10 早坂　朝子 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾓﾘｱﾙGC +16

田村　祐里 ﾌﾘｰ +8 新田　有希 呉CC +4 有馬　弥里 ﾌﾘｰ +10 大堀　薫 ﾌﾘｰ +16

木村　由香 玄海GC +8 種子田　香夏 ﾌﾘｰ +4 小山　萌子 ﾌﾘｰ +10 松浦　実桜 JFE瀬戸内海GC +16

相本　エリ ﾌﾘｰ +8 西原　千草 ﾍﾟﾆﾝｼｭﾗｵｰﾅｰｽﾞGC +3 坪井　悠香 ﾌﾘｰ +11 山元　美月 東児が丘ﾏﾘﾝﾋﾙｽﾞGC +17

金田　律子 ﾌﾘｰ +7 田上　妃奈子 和木GC +3 渡辺　佳乃子 ﾌﾘｰ +11 笹原　彩夏 ﾌﾘｰ +17

林　真緒 東広野GC +7 古賀　エイミ ﾌﾘｰ +3 原　有希 ﾌﾘｰ +11 長野　玖美 玄海GC +19

佐々木　琴乃 ﾌﾘｰ +7 南波　菜穂 ﾌﾘｰ +3 中村　サナエ 備中高原北房CC +11 鳥部　美希 ﾌﾘｰ +22

石川　紗妃 ﾌﾘｰ +7 寺田　未央 太平洋C六甲C +3 髙倉　胡桃 ﾌﾘｰ +11 加藤　園菓 宮崎ﾚｲｸｻｲﾄﾞGC +25

堀　亜梨紗 ﾌﾘｰ +7 福崎　まりな 鹿児島高牧CC +3 篠原　茂登 宇部72CC +11

堀本　香菜 ﾌﾘｰ +7 浦野　菜未 ﾌﾘｰ +2 田中　蘭子 ﾌﾘｰ +12 片岡　優里菜 ﾌﾘｰ +25

清元　恵子 宮崎ﾚｲｸｻｲﾄﾞGC +7 丹　萌乃 ﾌﾘｰ +2 大塚　夏美 西日本CC +12 吉田　美佐子 ﾌﾘｰ +33

北城　彩都子 ﾌﾘｰ +7 佐々木　笙子 ﾌﾘｰ 0 山本　有里 ﾌﾘｰ +12

姜　智賢 阿蘇やまなみﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ＆GC +7 大坪　祐美 ﾌﾘｰ 0 原口　瑠 玉名CC +12

西　智子 ﾌﾘｰ +6 中尾　春陽 ﾌﾘｰ -1 菊山　弘子 鮎滝CC +13

鈴木　花奈 広島C八本松C +6 高木　萌衣 ﾌﾘｰ -2 末田　成美 湯田CC +13

石田　可南子 ﾌﾘｰ +6 執行　亜美 ﾌﾘｰ +13

篠原　真里亜 ﾌﾘｰ +6 熊本　莉那 ﾌﾘｰ +13

川本　光希 ﾌﾘｰ +6 江上　莉奈 ﾌﾘｰ +13

LPGAオフィシャルWEBサイト： http://www.lpga.or.jp
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9 10:12 26 10:12

8 10:03 17 11:24 25
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6 9:45 15 11:06 23
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5 9:36 14 10:57 22 9:36 31 10:57

4 9:27 13 10:48 21

9:09 28 10:30

3 9:18 12 10:39 20 9:18 29 10:39

2 9:09 11 10:30 19

1 9:00 10 10:21 18

氏　名

9:00 27 10:21

氏　名 氏　名 氏　名

6,232Yards　Par72
山陽ゴルフ倶楽部2nd Round 出場者　97名

2015年3月26日(木)
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