
1st Round 成績表 臼杵カントリークラブ2019年度 フンドーキンレディース
( 6,502ヤード / パー72 )

順位 氏名 TOTAL 1R OUT IN 順位 氏名 TOTAL 1R OUT IN 順位 氏名 TOTAL 1R OUT IN 順位 氏名 TOTAL 1R OUT IN

1T ﾇｯｸ・ｽｶﾊﾟﾝ -6 66 = 66 (32  34)

工藤 優海 -6 66 = 66 (34  32)

3T 豊永 志帆 -5 67 = 67 (35  32)

髙橋 恵 -5 67 = 67 (34  33)

幡野 夏生 -5 67 = 67 (34  33)

6T ハン スンジ -4 68 = 68 (35  33)

P.ﾁｭﾃｨﾁｬｲ -4 68 = 68 (33  35)

但馬 友 -4 68 = 68 (34  34)

石川 明日香 -4 68 = 68 (36  32)

竹内 美雪 -4 68 = 68 (33  35)

山本 景子 -4 68 = 68 (34  34)

山城 奈々 -4 68 = 68 (34  34)

西畑 萌香 -4 68 = 68 (32  36)

14T 新海 美優 -3 69 = 69 (34  35)

植竹 希望 -3 69 = 69 (35  34)

キム チャンミ -3 69 = 69 (37  32)

田村 亜矢 -3 69 = 69 (34  35)

大和 笑莉奈 -3 69 = 69 (33  36)

松森 彩夏 -3 69 = 69 (34  35)

高木 萌衣 -3 69 = 69 (33  36)

21T 森井 あやめ -2 70 = 70 (36  34)

柳澤 美冴 -2 70 = 70 (36  34)

23T イ ジヨン -1 71 = 71 (37  34)

田辺 ひかり -1 71 = 71 (36  35)

瀬戸 瑞希 -1 71 = 71 (38  33)

ｼﾞｬﾝ ｼﾞｪﾅﾘﾝ -1 71 = 71 (35  36)

沖 せいら -1 71 = 71 (35  36)

森岡 紋加 -1 71 = 71 (35  36)

槇谷 香 -1 71 = 71 (36  35)

中野 恵里花 -1 71 = 71 (35  36)

篠崎 愛 -1 71 = 71 (36  35)

立浦 葉由乃 -1 71 = 71 (35  36)

亀田 愛里 -1 71 = 71 (35  36)

種子田 香夏 -1 71 = 71 (35  36)

35T 八上 ひかる 0 72 = 72 (35  37)

小林 由枝 0 72 = 72 (37  35)

吉田 藍子 0 72 = 72 (38  34)

J・H・リ 0 72 = 72 (38  34)

ｽﾊﾟﾏｽ・ｻﾝﾁｬﾝ 0 72 = 72 (38  34)

瀬賀 百花 0 72 = 72 (36  36)

72 (37  35)0 =72佐久間 綾女
72 (36  36)0 =72斉藤 愛璃
72 (36  36)0 =72澤井 瞳
72 (36  36)0 =72上原 美希
72 (37  35)0 =72須江 唯加
72 (36  36)0 =72西 みきこ
72 (34  38)0 =72鶴岡 果恋
73 (37  36)+1 =73足立 由美佳48T

73 (38  35)+1 =73新田 彩乃
73 (36  37)+1 =73北村 響

73 (38  35)+1 =73小林 咲里奈
73 (37  36)+1 =73飯田 真梨
73 (37  36)+1 =73中園 美香
73 (36  37)+1 =73川﨑 志穂
73 (37  36)+1 =73ﾌﾟﾘﾝｾｽ・ｽﾍﾟﾗﾙ
73 (37  36)+1 =73小楠 梨紗
73 (36  37)+1 =73宮﨑 乙実
73 (36  37)+1 =73坂下 莉翔子
73 (36  37)+1 =73川岸 史果
73 (34  39)+1 =73佐藤 絵美

73 (36  37)+1 =73今 綾奈
74 (40  34)+2 =74髙木 優奈62T

74 (40  34)+2 =74井芹 美保子
74 (36  38)+2 =74山本 薫里
74 (38  36)+2 =74服部 真夕
74 (38  36)+2 =74青山 加織
74 (37  37)+2 =74野口 彩未
74 (38  36)+2 =74酒井 千絵
74 (36  38)+2 =74佐伯 朱音
74 (34  40)+2 =74西山 ゆかり

74 (33  41)+2 =74小倉 ひまわり
74 (37  37)+2 =74加賀其 真美
75 (38  37)@ +3 =75山本 卯蘭73T

75 (40  35)+3 =75照山 亜寿美
75 (38  37)+3 =75石川 陽子
75 (36  39)+3 =75吉川 桃
75 (38  37)+3 =75藤崎 莉歩
75 (37  38)+3 =75鈴木 佳恵
75 (36  39)+3 =75横山 紗蔵
75 (40  35)@ +3 =75吉武 凛

75 (36  39)75 =塩﨑 亜美 +3

75 (39  36)75 =熊谷 かほ +3

75 (38  37)75 =佐藤 靖子 +3

75 (36  39)75 =永井 奈都 +3

76 (38  38)76 =85T 三宅 百佳 +4

76 (39  37)76 =西 智子 +4

76 (38  38)76 =森本 まつり +4@

77 (39  38)77 =88T 馬場 由美子 +5

77 (39  38)77 =鎌田 ヒロミ +5

77 (41  36)77 =渕野 ひかる +5@

77 (40  37)77 =谷口 美月 +5@

77 (38  39)77 =福嶋 浩子 +5

78 (40  38)78 =93T O.サタヤ +6

78 (41  37)78 =小竹 莉乃 +6

78 (40  38)78 =小暮 広海 +6@

78 (39  39)78 =土田 沙弥香 +6

78 (39  39)78 =井上 りこ +6

79 (41  38)79 =98 岸部 桃子 +7

80 (40  40)80 =99 枝尾 あかね +8

82 (43  39)82 =100 遠座 悠里 +10@

83 (41  42)83 =101 倉田 珠里亜 +11

85 (45  40)85 =102 足立 響 +13@

87 (41  46)87 =103 堀 奈津佳 +15

賞金総額

¥20,000,000

優勝賞金 ギャラリー

Unisys Scoring System

スタート情報

備
考

風速出場人数 日付

@…アマチュア

気温 風向天候

The Ladies Professional Golfers' Association of Japan

ギャラリー累計

¥3,600,00008:00 Start / 2WAY 103名 (プロ95名 / アマ8名) 2019年10月01日(火) 746 人 746 人 曇り 24.1 ℃ 南西 0.4 m/s

気象情報は10/1（火） 12:00時点のものです。


