
2022年7月13日
太平洋クラブ大洗シャーウッドコース

6,326yards ／ Par72

1st Tee 10th Tee ④

NO. TIME PLAYER NO. TIME PLAYER NO. TIME PLAYER NO. TIME PLAYER

田中 梨夏子 鶴瀬 華月 花渕 里帆 小野 星奈

手束 雅 早川 夏未 渡邊 詩織 佐々木 理乃

吉桑　晴美 皆吉 愛寿香 本 明夏 古家 翔香

鬼塚 貴理 古川 莉月愛 青木 香奈子 小貫 麗

鈴木 絢賀 千葉 華 川中 俊果 三川 澄恵

谷田 侑里香 円角 有希 寺田 紅蘭 住野 百果

林 亜莉奈 四村 彩也香 松浦 美侑 小林 瑞季

堀内 明莉 竹ノ内 南 安福 千乃 中谷 安結

園田 あみ 金城 沙希 木村 怜衣 小林 京加

金原 りりか 境原 茉紀 辻岡 愛理 田上 妃奈子

小西 瑞穂 阿部 桃子 中島 萌絵 高山 佳小里

佐田山 鈴樺 吉川 くるみ 梶山 万里奈 中村 若菜

高野 あかり 伊波 杏莉 佐久間 夏美 新田 紗弓

町田 涼紗 上野 陽向 冨金原 明莉 田村 良海

逢澤 菜央 岡田 唯花 岩切 美空 古賀 妃

池内 奏依 北村 優奈 金田 律子 鈴木 千晴

大須賀 望 谷頭 さつき 古賀 衣桜 山本 優子

加藤 沙弥 髙久 ゆうな 笹原 優美 石山 鼓都

金城 茉南 山口 すず夏 隅原 実優 伊藤 夏乃

中地 萌 保坂 萌々 田村 和 杉原 彩花

濱野 朋香 藤田 桃香 飛田 愛理 原田 葵

前田 衣里奈 兼松 亜衣 山下 真生 古屋 佑佳

山本 唯加 輪湖 彩華 芦沢 衣里 押尾 紗樹

沓澤 莉子 櫻井 見音 池羽 陽向 橋本 遥

植田 梨奈 永田 萌夏 飯田 真梨 濱野 希

木村 美月 松原 果音 石川 茉友夏 高橋 しずく

澤田 知佳 木下 智穂 福岡 靖菜 大橋 ありさ

髙木 優奈 宮崎 千瑛 坂口 瑞菜子 三浦 菜緒

大村 みなみ 今井 鮎美 奥山 純菜 佐渡山 理莉

山下 加衣 竹内 美来 熊倉 莉子 鈴木 真理

幡野 夏生 小林 実夢 関野 愛美 浅見 優華

芹川 真海 五月女 栞雛 西山 美希 徳田 葵

荒川 侑奈 新城 莉李亜 黒田 光理 藤崎 咲良

中野 恵里花 岡田 清楓 尾﨑 小梅 望月 綾乃

鍋島 海良 鵜飼 桃 仲西 菜摘 政田 夢乃

松本 春香 新宮 帆乃美 横山 もも 中川 梨華

山本 彩乃 熊澤 亜美 乗富 結 瀬賀 百花

岡本 陽菜 山本 ひより 吉原 奈生子 山下 美樹

薮下 真衣 土方 優花 金城 和歌奈 和久井 麻由

橋添 香 星川 ひなの 坂井 留奈 安東 茉優

※組合せ・スタート時間は、欠場者があった場合や天候・コース状況によって、変更する場合があります。
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34 9:15
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4 7:30 14 9:10 24 7:35

32 8:55

3 7:20 13 9:00 23 7:25 33 9:05

2 7:10 12 8:50 22 7:15

ＩＳＰＳ ハンダ・プロテストの費用は腕で稼げ女子トーナメント

1st Round

1 7:00 11 8:40 21 7:05 31 8:45


