
宮崎カントリークラブ

2019年3月14日(木)

組 時刻 氏　名 所　属 ｽｺｱ 組 時刻 氏　名 所　属 ｽｺｱ 組 時刻 氏　名 所　属 ｽｺｱ 組 時刻 氏　　名 所　属 ｽｺｱ

市口 雅子 三田レークサイドCC 安田 悦子 フリー 伊藤 礼 東京バーディC 吉田 知恵 フリー

小川 晶子 フリー 田中 和江 フリー 橋村 時子 グリーンフィールGC 伊藤 順子 フリー

太田 育恵 フリー 渕 久美子 相模原GC 高久 八重子 フリー 小方 芳美 大厚木CC桜C

平尾 南生子 くまもと城南CC 永江 直美 ゴルフ科学研究所

金谷 智美 フリー 小林 さつき フリー 川口 寿子 ファイブハンドレッドC 吉田 順子 武蔵CC

石川 惠子 フリー 永野 千秋 サトーホールディングス 遠藤 美代子 ノースヒルFujioka 安谷屋 美花 フリー

稲葉 真寿美 日本ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ振興協会 野津 一美 フリー 石井 千枝 グレイスミヤタ 池谷 久美子 フリー

山本 薫里 フリー 三浦 佳世子 万寿GC

千原 真弓 K＆M 元田 和恵 片山津GC 田川 恵子 フリー 岡田 伊津美 ロッテ皆吉台CC

三沢 英子 フリー 石島 美加 フリー 湯本 弘子 フリー 山中 恵 大府グリーンゴルフ

若浦 みどり ザ・サイプレスGC 熊谷 定江 フリー 中島 和代 フリー 増田 智美 ジーナインベストメント

松澤 知加子 ホリプロゴルフアカデミー 山田 満里 フリー

二階堂 美加 LOFEアーチサポート 豊田 友紀 フリー 石川 妙子 フリー 土屋 陽子 筑波CC

横山 三和子 上総モナークCC 福山 与里子 フリー 今野 順子 フリー ケイ ジャンヌ サーフビバレッジ

藤井 裕子 フリー 山崎 百代 タートルエースGC 鎮西 まゆみ 雅蜂園

渡辺 聖衣子 森林公園GC 三橋 里衣 アスレチックガーデンGC 笹山 麻紀 フリー

難波 結賀 ROSE GOLF CLUB 酒井 みゆき フリー 植木 征江 フリー 石井 真由美 レイクウッドGC

田子 加奈子 DACホールディングス 押谷 直子 タートルエースGC 金森 三河子 ＳＡＮＫＹＯ 谷 美稀子 モアゴルフスタジオ

鈴木 佳恵 東名古屋CC 瀬川 佳世 フリー 小田 裕子 フリー 小久保 由加里 健勝

我妻 弘津江 WAOWW 宮沢 晴代 フリー 矢部 裕子 GC金沢リンクス 長谷川 三恵 フリー

良田 陽子 小幡郷GC 岡野 圭子 筑波CC 石川 恵 フリー 阿部 まさ子 フリー

堀場 美香 フリー 小倉 由子 富岡倶楽部 田尻 みか ヤハタ 内田 真由美 フリー

和田 みな子 フリー 河野 はるみ フリー 菅沼 恭子 フリー 松原 衣江 フリー

藤澤 美佐代 フリー 平田 充代 天野山CC 小川 真由美 東武藤が丘CC 松島 智代 四日市CC

古澤 千枝 宮の森CC 初野 栄子 Ｊゴルフ鶴ヶ島 たに ひろえ バーニングプロダクション 兵頭 はる美 ミズノ

秋山 千鶴 愛知CC 戸田 恵美子 フリー 長谷川 槙 西宮CC 櫛田 希世 ｱｺｰﾃﾞｨｱ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ調布

山下 久美 Misumi 中村 祐子 フリー 田口 智代 フリー 髙山 美穂 フリー

大金 寿子 ゴルフプラザサンライズ 武田 久子 フリー 久保 眞美 フリー 安藤 美穂 フリー

河本 美津子 フリー 奥村 ひとみ フリー 鈴木 惠子 Golf lesson場 Begin 尾亦 史子 ＳＡＮＫＹＯ

永石 美香 枚方ゴルフセンター 岡崎 綾子 フリー 堀越 ゆかり ZEN 杉山 愛実 フリー

古家 三起子 フリー 石井 順子 フリー 多田 純子 フリー 古河崎 裕子 アドバンス ダイソー

鈴木 香織 フリー 久保 樹乃 フリー 内田 めぐみ フリー

野澤 むつこ フリー 牧野 映子 フリー 上田 友子 ＳＡＮＫＹＯ 宮田 聖子 MIYATA SPACE AND CRAFT

志村 香織 ファイブハンドレッドC 髙梨 カンナ 箱根湖畔GC 久保田 有弥 フリー 平瀬 哲子 フリー

金 晶秀 Vroad 川久保 百代 フリー 前田 日出子 エンハンストマテリアル 矢部 有香子 フリー

乃村 三枝子 フリー 西塚 美希世 名神栗東CC 郷原 美穂 キングスロードGC

★組合せを変更することがあります。

№1 Tee №10 Tee

1st Round LPGAレジェンズツアークォリファイングトーナメント

  シニアの部 ／ 5,960Yards

☆グランドシニアの部 ／ 5,659Yards　PAR72

出場者　シニアの部　114名／グランドシニアの部　20名
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