
1st Round 成績表 芸南カントリークラブ2016年度 中国新聞ちゅーピーレディースカップ
( 6,441ヤード / パー72 )

順位 氏名 TOTAL 1R OUT IN 順位 氏名 TOTAL 1R OUT IN 順位 氏名 TOTAL 1R OUT IN 順位 氏名 TOTAL 1R OUT IN

1T 松森 杏佳 -3 69 = 69 (36  33)

岡崎 綾子 -3 69 = 69 (35  34)

荒井 舞 -3 69 = 69 (34  35)

4T 谷河 枝里子 -2 70 = 70 (34  36)

鎌田 ヒロミ -2 70 = 70 (33  37)

西 智子 -2 70 = 70 (33  37)

7T 槇谷 香 -1 71 = 71 (37  34)

嶋田 江莉 -1 71 = 71 (37  34)

佐藤 靖子 -1 71 = 71 (36  35)

久保 宣子 -1 71 = 71 (36  35)

@ 金岡 杏実 -1 71 = 71 (35  36)

小橋 絵利子 -1 71 = 71 (35  36)

宅島 美香 -1 71 = 71 (33  38)

土岐 香織 -1 71 = 71 (36  35)

西木 裕紀子 -1 71 = 71 (36  35)

16T 足立 由美佳 0 72 = 72 (38  34)

藤井 千夏 0 72 = 72 (36  36)

山下 乃子 0 72 = 72 (36  36)

篠原 まりあ 0 72 = 72 (36  36)

恒川 智会 0 72 = 72 (35  37)

池内 絵梨藻 0 72 = 72 (36  36)

小川 陽子 0 72 = 72 (35  37)

永井 奈都 0 72 = 72 (36  36)

山内 日菜子 0 72 = 72 (35  37)

イ ゼウル 0 72 = 72 (35  37)

26T 城間 絵梨 +1 73 = 73 (39  34)

野澤 真央 +1 73 = 73 (38  35)

前田 久仁子 +1 73 = 73 (37  36)

イ ジウ +1 73 = 73 (39  34)

ﾁｪﾝ ｽｰﾊﾝ +1 73 = 73 (36  37)

土田 沙弥香 +1 73 = 73 (37  36)

上野 藍子 +1 73 = 73 (36  37)

石山 千晶 +1 73 = 73 (35  38)

安納 昭江 +1 73 = 73 (37  36)

澤井 瞳 +1 73 = 73 (36  37)

山城 奈々 +1 73 = 73 (34  39)

井芹 美保子 +1 73 = 73 (36  37)

塩田 亜飛美 +1 73 = 73 (36  37)

種子田 香夏 +1 73 = 73 (38  35)

岩橋 里衣 +1 73 = 73 (35  38)

74 (36  38)+2 =74佐々木 慶子41T

74 (37  37)+2 =74新田 彩乃
74 (37  37)+2 =74久保 啓子
74 (38  36)+2 =74横山 三和子
74 (37  37)+2 =74山本 景子
74 (35  39)+2 =74山口 莉穂
74 (37  37)+2 =74堀 奈津佳
75 (39  36)+3 =75横山 倫子48T

75 (37  38)+3 =75荒木 美友
75 (38  37)+3 =75東 葵

75 (37  38)+3 =75大山 亜由美
75 (38  37)+3 =75鬼頭 桜
75 (38  37)+3 =75竹山 佳林
75 (40  35)+3 =75熊谷 かほ
75 (38  37)+3 =75山田 成美
75 (37  38)+3 =75伊藤 綾
75 (38  37)+3 =75三川 澄恵
75 (36  39)+3 =75菊地 明砂美
75 (37  38)+3 =75山村 彩恵
75 (38  37)+3 =75三井 美智子

75 (37  38)+3 =75宮﨑 乙実
75 (37  38)+3 =75天沼 知恵子
75 (38  37)+3 =75加賀其 真美
75 (37  38)+3 =75林 綾香
75 (37  38)+3 =75斉藤 裕子
76 (39  37)+4 =76ｳｪｲ ﾕﾝｼﾞｪ66T

76 (39  37)+4 =76山戸 未夢
76 (39  37)+4 =76櫻井 有希
76 (38  38)+4 =76照山 亜寿美
76 (39  37)+4 =76松原 衣江

76 (38  38)+4 =76田辺 ひかり
76 (38  38)+4 =76下村 真由美
76 (39  37)+4 =76中村 美枝
76 (39  37)+4 =76江澤 亜弥
76 (39  37)+4 =76曽田 千春
76 (38  38)+4 =76ﾁｬﾝ ｼｭｴﾝﾋﾟﾝ
76 (38  38)+4 =76坂之下 侑子
76 (38  38)+4 =76鈴木 麻綾
76 (38  38)+4 =76小宮 満莉花
76 (38  38)+4 =76ﾁｪﾝ ｲｰｳｪﾝ

76 (37  39)76 =豊福 歩未 +4

76 (37  39)76 =山口 裕子 +4

77 (39  38)77 =83T 高山 佳小里 +5

77 (38  39)77 =伊藤 栞奈 +5

77 (37  40)77 =竹内 美雪 +5

77 (40  37)77 =但馬 友 +5

77 (38  39)77 =エイミー・コガ +5

77 (39  38)77 =久保 樹乃 +5

77 (39  38)77 =佐伯 珠音 +5

77 (36  41)77 =川岸 史果 +5

77 (38  39)77 =江原 詩織 +5

77 (36  41)77 =安山 茜 +5

78 (39  39)78 =93T 田中 美弥子 +6

78 (40  38)78 =真鍋 早彩 +6

78 (40  38)78 =瀬戸 瑞希 +6

78 (40  38)78 =小西 瑞穂 +6@

78 (40  38)78 =倉田 珠里亜 +6

78 (39  39)78 =綾田 紘子 +6

78 (38  40)78 =小林 由枝 +6

79 (40  39)79 =100T 廣瀨 加奈 +7

79 (41  38)79 =国本 百恵 +7

80 (41  39)80 =102T 丸岡 優 +8

80 (41  39)80 =ｹｲ ｼﾞｬﾝﾇ +8

80 (40  40)80 =西 麻里 +8

80 (40  40)80 =山口 春歌 +8

82 (41  41)82 =106 髙橋 紀乃 +10

86 (41  45)86 =107 田口 晴菜 +14

棄権 小林 咲里奈

賞金総額

¥15,000,000

優勝賞金 ギャラリー

Unisys Scoring System

スタート情報

備
考

風速出場人数 日付

@…アマチュア

気温 風向天候

The Ladies Professional Golfers' Association of Japan

ギャラリー累計

¥2,700,00009:30 Start / 2WAY 108名 (プロ106名 / アマ2名) 2016年09月20日(火) 520 人 520 人 雨のち曇り 20.6 ℃ 北東 3.4 m/s

気象情報は9/20（火） 12:00時点のものです。


