
Final Round 成績表 JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部2021年度 第54回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 予選会＜関西＞
( 6,477ヤード / パー72 )

順位 氏名 TOTAL 1R OUT IN 氏名順位 1R OUT INTOTAL OUT IN1R氏名 TOTAL順位

651 山田 成美 -7 = 65 (33  32)
682 浜崎 未来 -4 = 68 (35  33)
683 山本 景子 -4 = 68 (34  34)
684 竹山 佳林 -4 = 68 (33  35)
685 中山 三奈 -4 = 68 (35  33)
686 東 葵 -4 = 68 (35  33)
687 山内 日菜子 -4 = 68 (33  35)

■■■■■■■■ 以上の者、次ラウンドへ進出 ■■■■■■■■
688 工藤 優海 -4 = 68 (32  36)
699 岩井 千怜 -3 = 69 (34  35)

6910 佐久間 朱莉 -3 = 69 (33  36)
7011 上野 菜々子 -2 = 70 (36  34)
7012 イ ソルラ -2 = 70 (36  34)
7013 坂下 莉彗子 -2 = 70 (34  36)
7014 新田 彩乃 -2 = 70 (37  33)
7015 小倉 彩愛 -2 = 70 (37  33)
7016 植田 希実子 -2 = 70 (33  37)
7117 小貫 麗 -1 = 71 (37  34)
7118 平井 亜実 -1 = 71 (36  35)
7119 小橋 絵利子 -1 = 71 (34  37)

7120 但馬 友 -1 = 71 (36  35)
7121 菊地 明砂美 -1 = 71 (34  37)
7122 中西 絵里奈 -1 = 71 (35  36)
7123 西 みきこ -1 = 71 (35  36)
7124 奥山 友梨 -1 = 71 (36  35)
7125 篠崎 愛 -1 = 71 (37  34)
7226 小林 由枝 0 = 72 (36  36)
7227 西木 裕紀子 0 = 72 (36  36)
7228 新武 瑠衣 0 = 72 (35  37)
7229 藤崎 莉歩 0 = 72 (35  37)

7230 種子田 香夏 0 = 72 (34  38)
7231 石山 千晶 0 = 72 (36  36)
7232 西 智子 0 = 72 (35  37)
7333 坂之下 侑子 +1 = 73 (38  35)
7334 桑木 志帆 +1 = 73 (39  34)
7335 吉田 藍子 +1 = 73 (38  35)
7336 福田 侑子 +1 = 73 (36  37)
7337 金宮 みかど +1 = 73 (36  37)
7438 廣瀨 加奈 +2 = 74 (38  36)
7439 木佐貫 めぐみ +2 = 74 (37  37)

7440 柏井 麻衣 +2 = 74 (37  37)
7441 本多 弥麗 +2 = 74 (37  37)
7442 阿部 未悠 +2 = 74 (35  39)
7443 植手 桃子 +2 = 74 (37  37)
7444 坂下 莉翔子 +2 = 74 (35  39)
7445 三宅 百佳 +2 = 74 (36  38)
7446 服部 真夕 +2 = 74 (35  39)
7547 土田 沙弥香 +3 = 75 (38  37)
7548 小川 陽子 +3 = 75 (37  38)
7549 松本 有香子 +3 = 75 (37  38)

7550 高木 萌衣 +3 = 75 (38  37)
7551 薮田 梨花 +3 = 75 (37  38)
7552 山田 彩歩 +3 = 75 (37  38)
7553 岩井 明愛 +3 = 75 (35  40)
7654 樋口 あけみ +4 = 76 (38  38)
7755 加賀其 真美 +5 = 77 (38  39)
7756 小竹 莉乃 +5 = 77 (38  39)
7857 東 風花 +6 = 78 (39  39)
7958 松原 由美 +7 = 79 (42  37)
7959 酒井 みゆき +7 = 79 (43  36)

8260 櫻井 有希 +10 = 82 (42  40)
8361 近本 英恵 +11 = 83 (42  41)
8762 濱 弥早 +15 = 87 (40  47)

棄権 川岸 史果
森井 あやめ
木下 彩

Unisys Scoring System

スタート情報

備
考

風速出場人数 日付 気温 風向天候

Japan Ladies Professional Golfers' Association

08:00 Start / 2WAY 65名 2021年07月06日(火) 曇り時々晴れ 30.6 ℃ 南南西 4.5 m/s

気象情報は7/6（火） 12:00時点のものです。
棄権：森井あやめ（6H終了後　腰痛）、川岸史果（9H終了後　右腕痛）、木下彩（6H終了後　体調不良）
7位までの者、本戦進出　※同スコアの場合は、18ホールからのカウントバック


