
18H.S 参加者人数：１３６名 於．片山津ゴルフ倶楽部（白山コース）

1番スタート

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

1 7:30 横　井　も　も 名　　倉 前　古　佳　世 和　　倉 塩　見　心　愛 芦　　原 若　松　友里恵 富士可児

2 7:38 髙　木　美　佑 中部日本パブ 藤　田　　　澪 美　　岳 梅　田　奈　那 榊　　原 鈴　木　理　佐 葵

3 7:46 田　中　佑　季 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 田　島　和　美 知　　多 岡　田　梨　沙 大樹旭 花　井　正　子 新南愛知

4 7:54 酒　井　里　奈 TOSHIN　Central 中　山　光　代 中仙道 杉　下　悦　子 富士可児 吉　田　汐　織 明　　智

5 8:02 福　岡　靖　菜 芦　　原 多　賀　章　子 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ関 木　下　　　遥 中仙道 佐々木　祥　子 レイク浜松

6 8:10 中　田　寧　々 白　　山 若　原　由　衣 谷　　汲 幸　田　悠　華 富士伊勢大鷲 土　方　優　花 リオフジワラ

7 8:18 栗　原　悦　子 富士伊勢大鷲 峠　　　美　優 富士可児 川　端　涼　香 金沢Ｃ 築　山　華　歩 高　ゴ　連

8 8:26 中　村　　　愛 石川県協 木　村　綾　杏 片山津 岩　崎　美　波 芦　　原 吉　田　紫　苑 恵那峡

9 8:34 吉　川　美　香 松　　阪 島　田　早　彩 リオフジワラ 林　　　多美子 白　　山 隅　原　実　優 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ

10 8:42 寺　田　紅　蘭 三重県連 佐　々　みどり 日本ライン 山　内　芽　依 名　　倉 青　井　康　子 富士伊勢大鷲

11 8:50 松　田　唯　里 芦　　原 朝　倉　千夏子 白　　山 池　田　美　菜 朱鷺の台 生　駒　莉　彩 ぎふ美濃

12 8:58 安　藤　響　木 ローモンド 武　田　海　音 明　　智 吉　田　愛　花 中部学連 大　宮　佳　子 金沢Ｃ

13 9:06 田　中　成　美 富士可児 鮓　井　喜代美 能登Ｇ 長谷川　せ　ら TOSHIN　Central 吉　田　真　弓 名　　四

14 9:14 山　口　真　琴 三重白山 加　藤　佳代子 リオフジワラ 上　田　莉　奈 芦　　原 伊　東　さおり 榊　　原

15 9:22 神　谷　そ　ら 明　　世 伊　藤　議　子 レイク浜松 若　松　菜々恵 富士可児 加　藤　美　幸 さなげ

16 9:30 山　川　明日香 ライオンズ 長谷川　茉　衣 三重県連 渡　邉　舞　可 美濃関 円　角　育　未 金沢Ｃ

17 9:38 立　浦　琴　奈 芦　　原 澤　田　恵　美 呉　　羽 能　美　りのん ｱｲﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ加賀 小　林　雅　美 スリーレイクス

10番スタート

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

18 7:30 古　川　莉月愛 岐阜稲口 沢　崎　里　沙 立　　山 竹　澤　梨里花 富山県連 明　珍　あかね 美濃関

19 7:38 中　川　成　美 芦　　原 浅　井　美　帆 富士可児 太　田　明　美 西日本ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 末　　　江里子 レイク浜松

20 7:46 兼　松　亜　衣 明　　智 北　原　治　美 名古屋ｸﾞﾘｰﾝ 山　下　加　衣 榊　　原 合　間　文　江 朱鷺の台

21 7:54 長　田　紫野香 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 宮　澤　佳　代 ﾌｫｰﾚｽﾄ福井 鵜　飼　　　桃 ライオンズ 寺　尾　亮有子 日本ライン

22 8:02 勅使川原　靖子 富　　山 辻　　　満菜美 石川県協 車　　　華　蓮 富士可児 海　道　ゆ　ず 芦　　原

23 8:10 円　角　有　希 金沢Ｃ 田　野　礼　子 白　　山 酒　井　優　菜 TOSHIN　Central 谷　川　麻実子 榊　　原

24 8:18 山　崎　遥　可 芦　　原 鈴　木　佐代子 大　　垣 小　出　美　雨 明　　世 川　田　千　沙 呉　　羽

25 8:26 立　浦　珠　唯 美　　岳 櫛　田　良　子 リオフジワラ 神　谷　奈　恵 愛知県連 矢　頭　弓　恵 豊　　田

26 8:34 川　合　玲　那 加　　茂 岩　崎　未　果 レイクグリーン 荒　武　飛　名 中仙道 小　川　かよ子 名　　倉

27 8:42 副　田　あかり 富士可児 芦　沢　衣　里 中部学連 柴　田　美　樹 パインズ 中　村　洋　美 金沢Ｃ

28 8:50 坪　井 　　渚 ぎふ美濃 川　本　あつ子 明　　智 眞　銅　彩　加 芦　　原 宮　西　裕　子 富士可児

29 8:58 名　和　良　枝 榊　　原 田　中　美也子 富士伊勢大鷲 服　部　仁　美 葵 吉　田　有　里 ﾂｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ

30 9:06 武　蔵　麻奈未 芦　　原 石　原　慶　子 貞　　宝 青　井　麻　瑚 名　　倉 金　井　睦　美 花　　尾

31 9:14 安　藤　あい子 名　　倉 高　柳　智　枝 レイク浜松 吉　　　音　羽 やまがた 秋　田　圭　子 富士可児

32 9:22 鈴　木　智　子 岐阜関 三　浦　菜　緒 美　　岳 菊　川　由美子 白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 幸　田　彩　里 富士伊勢大鷲

33 9:30 円　角　史　歩 金沢Ｃ 高　橋　世利子 ロイヤル 本　田　夏　巳 芦　　原 川　口　啓　子 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ

34 9:38 種　村　梨　央 リオフジワラ 堀　田　裕美子 東名古屋 塩　崎　あ　み 白　　山 市　森　宏　子 立　　山

備考
１． ３６ホールを終わり上位１００位タイまでの者が第３ラウンドに進出する。

２．

３．

最終ラウンドスコアもタイが生じた場合は、最終ラウンドスコアのマッチング・スコアカード→カウントバック→くじ引きの順に決定する。

４． 欠場者のあった場合は、組み合わせおよびスタート時刻を変更することがある。

５． 病気、事故等のため参加を取り止めた場合は、必ず事前に所属倶楽部を通じて中部ゴルフ連盟(052-586-1345)へ連絡すること。

なお、競技当日の場合は、片山津ゴルフ倶楽部(0761-74-0810)へ連絡すること。無断欠場の場合は、来年度の本競技への出場を停止する。

選出に当たりタイが生じた場合は最終ラウンドスコアによって決定する。最終ラウンドスコアもタイが生じた場合は、最終ラウンドスコアのマッチング・スコアカード→
カウントバック→くじ引きの順に決定する。

平成３年１２月３１日以前に誕生した者で上位１６名は、１１月１７日(木)・１８日(金)に愛媛県のサンセットヒルズカントリークラブで開催される日本女子ミッドアマチュアゴル
フ選手権競技に出場できる。選出に当たりタイが生じた場合は、最終ラウンドスコアによって決定する。

欠場者が出ても次位の者は繰り上げない。なお、ミッドアマチュアにおいて最終ラウンドで上記人数が満たない場合は、３６ホール・ストロークプレーの成績上位者から繰
り上げる。ただしタイが生じた場合は第２ラウンドスコアにより決定する。第２ラウンドスコアもタイが生じた場合は、第２ラウンドスコアのマッチング・スコアカードにより決
定する。マッチング・スコアカードで順位が決定しない場合は、１８番ホールからのカウントバックにより決定する。それでも決定しない場合は、くじ引きにより決定する。

平成２８年度（第４６回）中部女子アマチュアゴルフ選手権競技

組み合わせ並びにスタート時刻表

５月２５日 （水）

本競技の上位１１名は、６月２１日(火)～２４日(金)に福島県のグランディ那須白河ゴルフクラブ（ＥＡＳＴ・ＳＯＵＴＨコース）で開催される日本女子アマチュアゴルフ選手権
競技に出場できる。

第１日

 中部ゴルフ連盟


