
[1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 門川  恭子

湯本  弘子 加藤あづみ

加藤りえ子

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

畑山　智衣子 ｵｰｸﾋﾞﾚｯﾁﾞGC +15 小林　未歩 ﾌﾘｰ +10 和田　奈々 戸塚CC +15 大谷　幸子 ﾌﾘｰ +22

田上　五海 ﾌﾘｰ +14 折茂　ひまわり 鶴見功樹ゴルフアカデミー +10 青木　茉里奈 ﾌﾘｰ +15 野村　美優 ﾌﾘｰ +22

池田　里歌 GMG八王子G場 +14 小澤　純子 ﾌﾘｰ +10 中村　彩乃 ﾌﾘｰ +15 鈴木　美保 ｽﾀｰﾂ笠間GC +23

石山　鼓都 ﾌﾘｰ +14 中村　英美 ﾌﾘｰ +10 直井　梨瑛 ﾌﾘｰ +16 増山　うらん ﾌﾘｰ +24

清水　奈津美 ﾌﾘｰ +14 瀬谷　理恵 ﾌﾘｰ +9 見延　若菜 ﾌﾘｰ +16 民谷　琴子 ﾚｲｸｳｯﾄﾞGC +24

田村　良海 ﾌﾘｰ +13 松川　智美 矢板CC +9 油井　花音 ﾌﾘｰ +16 鈴木　遥 太平洋C佐野ﾋﾙｸﾚｽﾄC +25

増子　瑠菜 ﾌﾘｰ +13 越雲　みなみ ﾌﾘｰ +9 尹　賢淑 ﾌﾘｰ +16 川﨑　真由 ﾌﾘｰ +25

新倉　志穂 ﾌﾘｰ +13 南雲　未来 ｺﾞﾙﾌﾌﾟﾗｻﾞﾄｰﾖｰ +9 亘　依子 伊香保国際CC +17 鈴木　麗 太平洋C成田C +25

磯崎　智加 ﾌﾘｰ +13 伊藤　栞奈 ﾌﾘｰ +9 クリスティーナ　平野 ﾌﾘｰ +17 服部　久代 ﾌﾘｰ +25

岩谷　佳奈 ﾌﾘｰ +13 陳　思涵 ﾌﾘｰ +8 浅野　愛 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ +17 根本　由香里 ﾌﾘｰ +25

鴻上　ほの花 平川CC +12 髙橋　恵 ﾌﾘｰ +8 赤羽　蒔菜 ﾌﾘｰ +17 樋口　莉沙 ﾌﾘｰ +25

鯉渕　梨沙 ﾌﾘｰ +12 児玉　真理恵 富士桜CC +8 遠藤　璃乃 ﾌﾞﾘｯｸ＆ｳｯﾄﾞC +17 藤波　美有 ﾌﾘｰ +25

大関　香澄 TDCﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ +12 鈴木　萌子 浜野GC +7 林　佑紀 習志野CCｷﾝｸﾞ･ｸｨｰﾝC +17 髙橋　ひとみ ﾌﾘｰ +26

小林　千紘 ﾌﾘｰ +12 関　舞 ﾌﾘｰ +7 大和田　紗羅 ﾌﾘｰ +17 内田　佳那 ﾌﾘｰ +27

加藤　妙美 ﾌﾘｰ +12 川﨑　志穂 ﾌﾘｰ +6 蛭子　佐智 ﾌﾘｰ +18 菊地　花霞 厚木国際CC +29

奥冨　幸恵 ﾌﾘｰ +12 西山　美希 ﾌﾘｰ +6 十鳥　佐千代 ﾌﾘｰ +18 岸部　華子 ﾌﾘｰ +30

秋葉　眞衣 ﾌﾘｰ +12 三原　むつみ 成田GC +6 折茂　あやめ ﾌﾘｰ +18 鵜澤　麻貴 大栄CC +30

深澤　陽香 馬頭CC +11 剣持　江里加 ﾌﾘｰ +5 河村　菜奈 ﾖﾈｯｸｽCC +18 安達　紗央里 ﾌﾘｰ +30

柴田　香奈 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞCC +11 佐久間　綾女 ｻｻﾞﾝﾔｰﾄﾞCC +5 石井　貴子 BMI松山GC +19 近藤　優香 ﾌﾘｰ +31

久保田　玲 ﾌﾘｰ +11 林　佳世子 ﾌﾘｰ +4 小関　奈々 仙台空港CC +19 三浦　真由 きみさらずゴルフリンクス +32

河合　容子 ﾌﾘｰ +11 郭　艾榛 ﾌﾘｰ +3 倉内　緋里 ﾌﾘｰ +20 新田　千夏 ﾌﾘｰ +36

西野　萌々 ﾌﾘｰ +11 板倉　栞 ﾌﾘｰ +3 鈴木　星 ﾌﾘｰ +20 小石　薫 船橋CC +38

池田　真理 ﾌﾘｰ +11 植野　星香 ﾌﾘｰ +1 福井　貴子 ﾌﾘｰ +21 飯塚　千里 ﾌﾘｰ +42

柚木　岬 ﾌﾘｰ +11 荒川　侑奈 ﾌﾘｰ -3 大又　瞳 ﾌﾘｰ +21 相馬　志穂 ｵｰｸﾋﾞﾚｯﾁﾞGC +43

髙橋　友希子 ﾌﾘｰ +11 田谷　美香子 ﾌﾘｰ +21

新井　紀江 ﾌﾘｰ +11 加藤　由紀子 ﾌﾘｰ +21

市川　里菜 ﾌﾘｰ +10 小山　貴代美 大利根CC +21

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

9:03 34 10:24

9 9:12 26 9:12

8 9:03 17 10:24 25

8:45 32 10:06

7 8:54 16 10:15 24 8:54 33 10:15

6 8:45 15 10:06 23

8:27 30 9:48

5 8:36 14 9:57 22 8:36 31 9:57

4 8:27 13 9:48 21

8:09 28 9:30

3 8:18 12 9:39 20 8:18 29 9:39

2 8:09 11 9:30 19

1 8:00 10 9:21 18

氏　名

8:00 27 9:21

氏　名 氏　名 氏　名

6,088Yards　Par72
清川カントリークラブFinal Round 出場者　102名

2015年4月3日(金)


