
１番スタート（中部女子グランドシニア）

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 吉田 真弓 名四CC 小澤 美恵子 各務原CC 高村 多美子 知多CC 長屋 ますみ 東名古屋CC

2 7:39 加藤 伊久子 東名古屋CC 稲垣 順子 鈴峰GC 伊藤 議子 レイク浜松CC 小西 しづ江 名古屋グリーンCC

3 7:48 眞野 みさを 笹戸CC 青木 尚子 知多CC 水野 あき子 恵那峡CC 篠田 富美子 鈴峰GC

１番スタート（中部女子シニア第２日）

4 7:57 車 華蓮 富士C可児C 87 北川 京子 CRC白山ヴィレッジ 87 鈴木 良美 ロイヤルCC 87 石原 慶子 貞宝CC 87

5 8:06 中西 以穂 伊勢CC 87 末 江里子 レイク浜松CC 87 杉田 公子 春日井CC 87 柳川 理衣 さなげCC 87

6 8:15 江村 紀子 レイクグリーンGC 86 鈴木 暢子 新南愛知CC 86 宮西 裕子 富士C可児C 86 林 多美子 白山CC 86

7 8:24 伊東 さおり 榊原GC 85 北原 治美 名古屋グリーンCC 85 岩間 智子 名阪チサンCC 85 松本 美保 CRC三重フェニックス 85

8 8:33 大川 淳子 グリーンヒル瑞浪GC 84 岩崎 未果 レイクグリーンGC 84 川本 あつ子 セントクリークGC 84 鈴木 智子 岐阜関CC 85

9 8:42 岡部 るみ子 岐阜本巣CC 83 内田 宏枝 四日市CC 83 中山 光代 中仙道GC 83 田島 和美 鈴峰GC 83

10 8:51 高橋 世利子 ロイヤルCC 82 土士田 聡代 名古屋グリーンCC 82 中條 陽子 明智GC 83 奥住 由香里 さなげCC 83

11 9:00 金井 睦美 CRC白山ヴィレッジ 81 吉川 美香 松阪CC 81 永山 恵子 吉良CC 82 川口 啓子 さなげCC 82

12 9:09 鈴木 佐代子 大垣CC 80 高橋 麻由 ライオンズGC 81 吉田 有里 GCツインフィールズ 81 花井 正子 新南愛知CC 81

13 9:18 栗原 悦子 EGC伊勢大鷲 72 大島 燈 六石GC 79 佐々木 祥子 レイク浜松CC 80 岩佐 洋子 セントクリークGC 80

１０番スタート（中部女子グランドシニア）

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

14 7:30 鍋谷 みどり 東名古屋CC 山田 恵子 鈴峰GC 垣内 あきよ 恵那峡CC 道脇 律子 豊田CC

15 7:39 榊原 右子 新南愛知CC 伊藤 千恵子 ライオンズGC 戸田 地多子 知多CC 加藤 佳代子 三好CC

16 7:48 加藤 達予 豊田CC 木村 地江 長良川CC 伴野 富代 東名古屋CC 山田 伸子 法仙坊GC

17 7:57 早田 佳世子 豊田CC 88 稲垣 正子 東名古屋CC 88 新美 友日里 新南愛知CC 88 平田 優子 富山CC 88

18 8:06 北野 晴美 三好CC 88 北村 園美 東濃CC 88 菊川 由美子 CRC白山ヴィレッジ 88 長澤 祐子 三好CC 88

19 8:15 平野 典子 平尾CC 88 後藤 昌子 新城CC 89 新海 由美 名四CC 89 景山 みゆき ロイヤルCC 89

20 8:24 西村 雪代 双鈴GC関 89 長谷川 佐知子 グリーンヒル瑞浪GC 89 阪本 知子 レイク浜松CC 89 鈴木 真智子 西尾GC 89

21 8:33 大村 洋子 春日井CC 89 辻 純子 鈴峰GC 89 田中 裕子 TOSHIN Princeville 89 寺澤 美保子 法仙坊GC 89

22 8:42 平岩 雅子 貞宝CC 89 酒井 美喜 岐阜国際CC 90 太田 明美 西日本777GC 90 川勝 尚子 富士C可児C 90

23 8:51 岡村 泰子 岐阜CC 90 平野 範子 グランディ浜名湖GC 91 山田 香 額田GC 91 酒井 千草 富士C可児C 91

24 9:00 堀田 裕美子 東名古屋CC 91 福岡 妙子 三好CC 91 天野 洋子 さなげCC 91 浅井 玲子 明智GC 91

25 9:09 木村 桂子 さなげCC 91 木全 美保 知多CC 91 鈴木 裕美 ザ・トラディションGC 91 渡辺 幸美 東名古屋CC 91

備考

2021年度（第20回）中部女子シニアゴルフ選手権競技

組み合わせ並びにスタート時刻表

６月1日 （火）

１．中部女子シニアゴルフ選手権競技の上位１３名は、１０月２８日（木）・１０月２９日（金）に神奈川県の程ヶ谷カントリー倶楽部で開催される、日本女子シニ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、マッチングスコアカード→くじ引きの順に決定する。欠場者が出た際は次位の者を繰り上げる。（シード選手は別枠としない）
２．欠場者が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。
３．病気、事故等のため参加を取り止める場合は、必ず事前に所属倶楽部を通じて、「欠場届」を中部ゴルフ連盟（０５２－５６１－７９７２）へＦＡＸすること。
　なお、競技前日および当日の場合は、三甲ゴルフ倶楽部京和コース（ＴＥＬ ０５６５－９８－３５３５）へ連絡すること。無断欠席の場合は、来年度の本競技への出場を停止する。

於．三甲ゴルフ倶楽部 京和コース

中部女子シニア 第2日・中部女子グランドシニア

１０番スタート（中部女子シニア第２日）

参加者人数：女子シニア 76名　女子グランドシニア24名

2021年度（第7回）中部女子グランドシニアゴルフ選手権競技

中部ゴルフ連盟


	成績無

