
参加者人数：74名

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 楠本 真理 富士C可児C 堀田 裕美子 東名古屋CC 藤井 はづき 岐阜関CC

2 7:39 松本 美保 CRC三重フェニックス 吉田 有伽 大垣CC 下野 久美子 いわむらCC 岡部 るみ子 岐阜本巣CC

3 7:48 栗山 真由美 明智GC 犬飼 秀子 岐阜国際CC 田中 蘭子 ローモンドCC 松山 香織 豊田CC

4 7:57 柳川 理衣 さなげCC 古川 明美 伊勢CC 鈴木 裕美 ザ・トラディションGC 坂元 恵美 榊原GC

5 8:06 黒須 美穂 ローモンドCC 前田 慶子 富士C可児C 林 多美子 白山CC 河北 さやか 東海CC

6 8:15 中村 洋美 金沢CC 松葉 隆子 松阪CC 朝比奈 加奈子 平尾CC 森 睦美 グリーンヒル関GC

7 8:24 山田 裕美 レイクグリーンGC 川本 あつ子 セントクリークGC 佐藤 綾 やまがたGC美山 高橋 理子 能登島G&CC

8 8:33 久保 由加子 愛知CC 小川 尚子 ぎふ美濃GC 花井 正子 新南愛知CC 岩田 未来 ローモンドCC

9 8:42 澤田 絵美 東名古屋CC 山本 みどり 霞GC 中山 光代 中仙道GC 渡部 良紗 岐阜北CC

10 8:51 神谷 さおり ローモンドCC 川口 さらら スプリングフィールドGC 大川 陽子 グリーンヒル関GC 山内 司織 明智GC

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

11 7:30 天野 由佳 岐阜国際CC 古城 美子 名張CC 川口 啓子 さなげCC

12 7:39 田中 克美 金沢CC 佐俣 悦子 明智GC 大島 燈 六石GC 北川 京子 CRC白山ヴィレッジ

13 7:48 森下 唯 ローモンドCC 太田 明美 西日本777GC 早川 保子 岐阜関CC 長田 紫野香 中仙道GC

14 7:57 冨田 由香里 フォーレスト福井GC 渡邊 佳枝 明世CC 加藤 直美 飛騨高山CC 栗原 悦子 EGC伊勢大鷲

15 8:06 林 敬依子 恵那峡CC 岩崎 未果 レイクグリーンGC 平田 優子 富山CC 谷川 麻実子 山岡CC

16 8:15 田野 礼子 白山CC 大庭 由里 新南愛知CC 市村 和枝 ローモンドCC 鈴木 智子 岐阜関CC

17 8:24 市森 宏子 立山CC 新海 由美 名四CC 本山 泉 岐阜セントフィールドCC 小林 真規子 名古屋GC

18 8:33 佐々木 賢恵 ローモンドCC 杉下 悦子 富士C可児C 入江 美基子 東名古屋CC 鈴木 佐代子 大垣CC

19 8:42 山田 直子 知多CC 西山 涼子 明世CC 太田 貴美 セントクリークGC 朴 珠喜 いわむらCC

備考

2022年度（第４回）中部女子ミッド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

9月14日 （水）

１．１８ホールを終わり上位５０位タイまでの者が第２ラウンドに進出する。
２．本競技の上位１３名は、１１月１０日（木）・１１日（金）に千葉県の成田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り決定する。
　　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→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上げる。
３．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。
４．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、スプリングフィールドゴルフクラブ（０５７２－２５－１１１１）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。

第１日

於．スプリングフィールドゴルフクラブ

中部ゴルフ連盟


	成績無

