
[B[B[B[B地区]地区]地区]地区] 2015 LPGA2015 LPGA2015 LPGA2015 LPGAプロテスト プロテスト プロテスト プロテスト 第2次予選第2次予選第2次予選第2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 田中　裕子

髙山　美穂 川西　栄子

山崎　恭子

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

武内　亜祐美 ﾌﾘｰ 大坪　祐美 田辺CC 大野　彩 ﾌﾘｰ 岡山　絵里 ﾌﾘｰ

江原　詩織 ﾌﾘｰ 藤井　千夏 麻生飯塚GC 丹　萌乃 ﾌﾘｰ 新田　有希 呉CC

新里　菜苗 茨木CC 小宮　満莉花 ｳｯﾄﾞﾌﾚﾝｽﾞ森林公園G 宮﨑　乙実 ﾌﾘｰ 織掛　愛 ﾌﾘｰ

松永　麻衣子 ﾌﾘｰ 竹山　佳林 ﾌﾘｰ 島田　朋美 ﾌﾘｰ 柴　綾夏 GCｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ

鈴木　麻綾 ﾌﾘｰ 鈴木　花奈 広島C八本松C 上畠　もえな ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝGC 三ヶ島　かな ﾌﾘｰ

田上　妃奈子 和木GC 大西　里沙 ﾌﾘｰ 立浦　葉由乃 ﾌﾘｰ 平井　亜実 小松CC

新武　瑠依 れいせんGC 井上　莉花 ﾌﾘｰ 新井　麻央 須磨産業 伊藤　綾 ﾌﾘｰ

境原　茉紀 広島C八本松C 宮田　志乃 ﾌﾘｰ 鈴木　愛沙美 ｻﾞ・ｸｲｰﾝｽﾞﾋﾙGC 藤田　澪 ﾍﾞﾙﾌﾗﾜｰCC

寺田　未央 太平洋C六甲C 法﨑　佳成子 周南CC 田中　瑞代 ﾌﾘｰ 千畑　友歌里 マダムJGC

長﨑　美優 ﾌﾘｰ 佐々木　笙子 ﾌﾘｰ 中尾　春陽 ﾌﾘｰ 北城　彩都子 ﾌﾘｰ

東　葵 ﾌﾘｰ 奥田　毬子 ﾍﾞﾙﾌﾗﾜｰCC 大山　亜由美 ﾌﾘｰ 江口　智子 ﾌﾘｰ

森　美穂 ﾌﾘｰ 寺田　味花帆 ﾌﾘｰ 山口　春歌 ﾌﾘｰ 鈴木　里菜 ｳｯﾄﾞﾌﾚﾝｽﾞ森林公園G

柴　晴恵 呉羽CC 高木　萌衣 ﾌﾘｰ 芳村　季成 ﾌﾘｰ 萩　桃江 ﾌﾘｰ

種子田　香夏 ﾌﾘｰ 木戸　侑来 ﾌﾘｰ 西原　千草 ﾍﾟﾆﾝｼｭﾗｵｰﾅｰｽﾞGC 浦野　菜未 ﾌﾘｰ

水谷　真規子 ﾌﾘｰ 荒木　美友 六甲国際GC 秋山　紗恵子 東広野GC 縄本　文 呉CC

安福　千乃 ﾌﾘｰ 三宅　百佳 ﾌﾘｰ 中井　美有 ﾌﾘｰ 小林　瑞歩 ﾌﾘｰ

夫馬　菜月 ﾍﾞﾙﾌﾗﾜｰCC 瀬戸　瑞希 琵琶湖CC 権藤　可恋 ﾌﾘｰ 山本　景子 ﾄｰｼﾝｻｸﾗﾋﾙｽﾞGC

世古　麻由 名古屋G和合C 森末　佳代子 ｺｺﾊﾟﾘｿﾞｰﾄ白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞGC 福崎　まりな 鹿児島高牧CC 嶋谷　有紗 六甲国際GC

大久保　有穂 ﾌﾘｰ 新木　葉月 ﾌﾘｰ 永嶋　浩子 ﾌﾘｰ 水本　千聖 近鉄賢島CC

野澤　真央 ﾌﾘｰ 八上　ひかる ﾌﾘｰ 清元　恵子 宮崎ﾚｲｸｻｲﾄﾞGC 佐野　杏紗 ﾍﾞﾙﾌﾗﾜｰCC

井上　沙紀 ﾌﾘｰ 西村　加菜子 ﾌﾘｰ 南波　菜穂 鳴尾GC

沖　せいら 宇部72CC 篠原　真里亜 ﾌﾘｰ 丸岡　優 ﾌﾘｰ 森井　菖 ﾌﾘｰ

西　智子 ﾌﾘｰ 三宅　絵梨 Evolvin 石川　紗妃 山陽GC 石山　千晶 ﾌﾘｰ

内藤　幸子 新南愛知CC美浜C 姜　智賢 阿蘇やまなみﾘｿﾞｰﾄ＆GC 濱田　茉優 ｺｺﾊﾟﾘｿﾞｰﾄ白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞGC

LPGAオフィシャルWEBサイト： http://www.lpga.or.jp
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周南カントリー倶楽部1st Round 出場者　94名

2015年5月20日(水)


