
[A地区] 2015 LPGAプロテスト 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 】

那須美根子 阿蘇　紀子

湯本　弘子 渡辺聖衣子

椿　里佳

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

新井　紀江 ﾌﾘｰ +9 笹原　優美 ﾌﾘｰ +5 伊波　杏莉 葛城GC +9 陳　思涵 ﾌﾘｰ +13

岩﨑　沙織 ﾌﾘｰ +9 小林　千紘 ﾌﾘｰ +5 高橋　智子 DIVA +9 南雲　未来 ｺﾞﾙﾌﾌﾟﾗｻﾞﾄｰﾖｰ +13

渡邉　はるか ﾚｲﾝﾎﾞｰCC +9 亘　依子 伊香保国際CC +5 鯉渕　梨沙 ﾌﾘｰ +10 剣持　江里加 ﾄﾞﾘｰﾑｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ +13

大野　和樹 ﾌﾘｰ +9 郭　艾榛 ﾌﾘｰ +5 柴田　吏南 ﾌﾘｰ +10 松本　夏美 筑波CC +13

大堀　貴子 ﾌﾘｰ +9 飛田　愛理 裾野CC +4 小澤　純子 ﾌﾘｰ +10 鈴木　美月 富嶽CC +13

植野　星香 ﾌﾘｰ +9 石倉　佳那子 戸塚CC +4 石山　鼓都 京葉CC +10 河合　容子 ﾌﾘｰ +13

柴田　香奈 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞCC +9 石川　彩 ﾌﾘｰ +4 中田　順子 ﾌﾘｰ +10 久保田　玲 ﾌﾘｰ +14

沖田　夢 千葉CC川間C +9 志賀　友香 紫CCすみれC +4 児玉　真理恵 富士桜CC +10 原　かおり ﾌﾘｰ +14

安納　昭江 ﾌﾘｰ +9 佐藤　耀穂 ﾌﾘｰ +4 杉山　加奈 ﾌﾘｰ +10 中島　世衣良 ﾌﾘｰ +14

河野　美桜 厚木国際CC +8 林　佳世子 ﾌﾘｰ +3 清水　奈津美 ﾌﾘｰ +10 高木　亜希子 きみさらずｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ +14

佐々木　萌有 ﾌﾘｰ +8 髙橋　恵 ﾌﾘｰ +3 多田　愛 ﾌﾘｰ +10 松川　智美 矢板CC +14

川岸　史果 ﾌﾘｰ +8 伊藤　栞奈 ﾌﾘｰ +3 川上 茉莉枝 葛城GC +10 箕手　愛美 ﾌﾘｰ +14

戸伏　絵里佳 ｵｰｸ･ﾋﾙｽﾞCC +8 西山　美希 ﾌﾘｰ +3 鈴木　萌子 ﾌﾘｰ +11 三原　むつみ 成田GC +15

新倉　志穂 ﾌﾘｰ +8 仲宗根　澄香 ﾌﾘｰ +3 池田　真理 ﾌﾘｰ +11 髙橋　友希子 ﾌﾘｰ +16

津島　さやか 小山記念病院 +8 木村　彩子 ﾌﾘｰ +3 布川　千帆里 船橋CC +11 小林　未歩 ﾌﾘｰ +16

増子　瑠菜 ﾌﾘｰ +7 辻　梨恵 大和地所 +2 橋添　香 山梨学院大学 +11 藤井　礼子 ﾌﾘｰ +17

石田　舞 GMA +7 ﾁｪﾝ ｲｰｳｪﾝ ﾌﾘｰ +1 李　在乙 高坂CC +11 瀬谷　理恵 ﾌﾘｰ +18

林  慶珉 ﾌﾘｰ +7 武尾　咲希 ｺﾞﾙﾌ5 +1 岡宮　路子 ﾌﾘｰ +11 柚木　岬 中津川CC +19

荒川　侑奈 ﾌﾘｰ +7 堀内　明莉 ﾌﾘｰ +1 岩周　里紗 ﾌﾘｰ +11 奥冨　幸恵 ﾌﾘｰ +20

佐久間　綾女 ｻｻﾞﾝﾔｰﾄﾞCC +7 川﨑　志穂 ﾌﾘｰ +1 井野　珠美 ﾌﾘｰ +11 中村　英美 ﾌﾘｰ +21

市川　里菜 ﾌﾘｰ +6 安田　彩乃 ﾌﾘｰ 0 松森　杏佳 ﾌﾘｰ +12 長谷川　理那 高坂CC +21

三川　澄恵 ﾌﾘｰ +6 村田　理沙 ﾚｵﾊﾟﾚｽﾘｿﾞｰﾄｸﾞｱﾑ 0 関　舞 ﾌﾘｰ +12 岡田　晏奈 三島CC +23

本多　奈央 朝霧CC +6 荒井　舞 宍戸ﾋﾙｽﾞCC -1 亀井　綾夏 ﾌﾘｰ +12 板倉　栞 ﾌﾘｰ +24

後藤　恵 きみさらずｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ +5 照山　亜寿美 ｻｻﾞﾝﾔｰﾄﾞCC -2 鴻上　ほの花 平川CC +12

杉山　美帆 ﾌﾘｰ +5 見延　若菜 ﾌﾘｰ +12

熊谷　かほ ﾌﾘｰ +5 守隨　麻衣 ﾌﾘｰ +13

新田　彩乃 ﾌﾘｰ +5 山本　あす香 葛城GC +13

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

1 7:40 10 9:01 18

氏　名

7:40 27 9:01

氏　名 氏　名 氏　名

6,344Yards　Par72
都賀カンツリー倶楽部Final Round 出場者　101名

2015年6月19日(金)

7:49 28 9:10

3 7:58 12 9:19 20 7:58 29 9:19

2 7:49 11 9:10 19

8:07 30 9:28

5 8:16 14 9:37 22 8:16 31 9:37

4 8:07 13 9:28 21

8:25 32 9:46

7 8:34 16 9:55 24 8:34 33 9:55

6 8:25 15 9:46 23

8:43 34 10:04

9 8:52 26 8:52

8 8:43 17 10:04 25
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