
2015年度（第57回）日本女子アマチュアゴルフ選手権競技
組合せおよびスタート時刻表　(参加者127名)

1st Tee 10th Tee 1st Tee 10th Tee
No. TIME 所属 No. TIME 所属 No. TIME 所属 No. TIME 所属

清水　日奈 那須ＣＣ 篠﨑　愛 宇都宮文星女子高等学校 安東　茉優 滝川第二高 山内　日菜子 宮崎レイクサイドＧＣ

皆吉　愛寿香 チェリーＧ鹿児島シーサイドＣ 王　天妤 六甲ＣＣ 植竹　愛海 かすみがうらＯＧＭＧＣ 宮田　成華 小田原GC日動御殿場C

川井　悠圭 立命館大 小西　瑞穂 松永ＣＣ 坪井　悠香 山口県協会 薮田　梨花 奈良県協会

長谷川　せら TOSHIN Central Course 矢倉　里紗 大山平原ＧＣ 鈴木　萌子 千葉国際ＣＣ ★ 稲見　萌寧 長太郎ＣＣ

佐渡山　理莉 オリオン嵐山ＧＣ 町田　涼紗 ニッソーＣＣ 金岡　杏実 瀬戸内ゴルフリゾート 田中　瑞希 グランドチャンピオンＧＣ

鈴木　ありさ 矢板ＣＣ 岩﨑　美紀 那須小川ＧＣ 田村　仁美 六甲ＣＣ 田村　亜矢 東北高

千葉　雪乃 富士川カントリークラブ 田辺　ひかり 三原ＣＣ 中西　絵里奈 大隅ＣＣ 井上　りこ 大手前大

但馬　友 大分ＣＣ 安田　祐香 洲本ＧＣ 立松　里奈 奈良ＣＣ 臼井　麗香 皐月ＧＣ鹿沼Ｃ

倉永　光里 JOYXGC上月C 大出　瑞月 那須小川ＧＣ 大輪　美優 日本大 大西　樹里 ルネサンス大阪高

古江　彩佳 神戸市立長田中 ★ 蛭田　みな美 石川高 青野　紗也 ヴィンテージGC 岩永　菜実 チェリーＧ鹿児島シーサイドＣ

吉原　奈生子 タカガワ新琴南ＧＣ 中川　梨華 那須小川ＧＣ 翁長　由佳 琉球ＧＣ 太田　仁彩 チェリーレイクＣＣ

坂口　悠菜 名古屋商大 松尾　奏 天山ＣＣ 山田　奏音 美加ノ原ＣＣ 金澤　志奈 水戸レイクスＣＣ

鶴岡　果恋 葉山国際ＣＣ 菅沼　菜々 東京五日市ＣＣ ★ 永井　花奈 ＪＧＡジュニア会員 西山　美希 小田原ＧＣ松田Ｃ

山下　美夢有 山東ＣＣ 新垣　比菜 カヌチャＧ 吉本　ひかる れいせんＧＣ 岡田　梨沙 ＧＣ大樹旭

鍋島　海良 熊本空港ＣＣ 北川　優貴 近畿大 砂川　翔子 沖縄国際ＧＣ 成澤　祐美 岡山県協会

★ 松田　唯里 芦原ＧＣ ★ 松原　由美 大阪学院大高 後藤田　寧々 徳島ＣＣ 識西　諭里 若宮ＧＣ

吉本　七海 朽木ＧＣ 西畑　萌香 水戸レイクスＣＣ 小野　祐夢 明智ＧＣ 大田　紗羅 いわき市立小名浜第二中

政田　夢乃 H・R オークウッドGC 福岡　靖菜 芦原ＧＣ 木村　怜衣 東北高 池田　美菜 朱鷺の台ＣＣ

櫻田　優 ＪＧＡジュニア会員 髙久　みなみ 西郷村立西郷第一中 小祝　さくら 札幌リージェントＧＣ 椿原　海里 東広島ＣＣ

瀬賀　百花 胎内高原ＧＣ 長野　未祈 長太郎ＣＣ 八木　涼風 大宝塚ＧＣ 西村　美希 セゴビアＧＣ

元永　華奈 鷹羽ロイヤルＣＣ 小滝　水音 マナＧＣ 河本　結 松山国際ＧＣ 大里　桃子 熊本空港ＣＣ

松田　なつき 北六甲ＣＣ 石井　理緒 新発田城ＣＣ ★ 勝　みなみ 鹿児島高 植竹　希望 ロイヤルスターＧＣ

吉田　莉生 東京五日市ＣＣ 幡野　夏生 葉山国際ＣＣ 吉本　ここね ＪＧＡジュニア会員 岩切　夏乃 美々津ＣＣ

土方　優花 リオフジワラＣＣ 芦沢　衣里 愛知県連盟 辻岡　愛理 小豆島シーサイドＧＣ 淺井　咲希 センチュリー三木ＧＣ

畑岡　奈紗 水戸レイクスＣＣ ★ 多賀　章子 グリーンヒル関ＧＣ ★ 嶌田　香雅美 大秦野ＣＣ ★ 畑　実穂 六甲ＣＣ

楠本　彩乃 肥後サンバレーＣＣ 木村　紗奈 東北福祉大 川合　玲那 加茂ＧＣ（愛知） 島田　早彩 リオフジワラＣＣ

小倉　彩愛 岡山国際ＧＣ 林　菜乃子 函南ＧＣ 西村　優菜 ナパラＧＣ 堂西　亜希子 屋島ＣＣ

★ 三浦　桃香 フェニックスＣＣ 千葉　華 水戸レイクスＣＣ 西　彩花 朽木ＧＣ ★ 守谷　敦子 新岡山36ＣＣ

石川　明日香 大阪産業大附高 吉　音羽 やまがたＧＣ美山Ｃ 石川　彩 あさひヶ丘ＣＣ 山田　彩歩 ＪＧＡジュニア会員

平塚　新夢 明秀学園日立高 仲西　菜摘 オリオン嵐山ＧＣ 後藤　未有 大博多ＣＣ

高久　あずさ 東北福祉大 髙橋　彩華 新発田城ＣＣ 松原　果音 小豆島シーサイドＧＣ

髙木　優奈 小田原GC日動御殿場C 西岡　利佳子 山東ＣＣ 真田　来美 佐久平ＣＣ

岩﨑　美波 芦原ＧＣ 藤田　愛 那須小川ＧＣ

★はシード選手 競技委員長：吉村　佐喜子

組合せ及びスタート時刻は欠席者のあった場合変更することがある。

43 12:45

選手名 選手名 選手名

41 12:27

42 12:36

39 12:09

40 12:18

37 11:51

38 12:00

32 12:40

33 11:15

34 11:24

35 11:33

36 11:42

30 12:22

31 12:31

28 12:04

29 12:13

26 11:46

27 11:55

24 11:28

25 11:37

22 11:10

23 11:19

20 8:12

16 7:36

17 7:45

21 8:21

18 7:54

19 8:03

11 8:35

12 7:00

13 7:09

14 7:18

15 7:274 7:32

9 8:17

10 8:26

7 7:59

8 8:08

1 7:05

2

5 7:41

6 7:50

7:14

3 7:23

2015年6月24日(水)
札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース(6401Yards/Par72)

第2ラウンド
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