
1st Round 成績表 臼杵カントリークラブ2018年度 フンドーキンレディース
( 6,493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

1 立浦 葉由乃 -5 67 = 67 (33  34)

2T @ 水木 春花 -4 68 = 68 (34  34)

イ ジヨン -4 68 = 68 (35  33)

4T 土肥 功留美 -3 69 = 69 (37  32)

槇谷 香 -3 69 = 69 (35  34)

河本 結 -3 69 = 69 (36  33)

7T 吉川 桃 -2 70 = 70 (35  35)

山本 景子 -2 70 = 70 (35  35)

ｽﾀｲﾔｰﾉ 梨々菜 -2 70 = 70 (36  34)

植竹 希望 -2 70 = 70 (36  34)

柳澤 美冴 -2 70 = 70 (34  36)

岸部 桃子 -2 70 = 70 (34  36)

13T ソ ヒ -1 71 = 71 (36  35)

廣田 真優 -1 71 = 71 (35  36)

加賀其 真美 -1 71 = 71 (36  35)

髙橋 亜可里 -1 71 = 71 (36  35)

高木 萌衣 -1 71 = 71 (35  36)

亀田 愛里 -1 71 = 71 (36  35)

池内 絵梨藻 -1 71 = 71 (35  36)

20T 幡野 夏生 0 72 = 72 (37  35)

山口 裕子 0 72 = 72 (39  33)

吉本 ここね 0 72 = 72 (35  37)

@ 森本 まつり 0 72 = 72 (35  37)

山下 美樹 0 72 = 72 (36  36)

山城 奈々 0 72 = 72 (34  38)

但馬 友 0 72 = 72 (37  35)

石田 可南子 0 72 = 72 (36  36)

渋野 日向子 0 72 = 72 (36  36)

29T 藤崎 莉歩 +1 73 = 73 (37  36)

リ エスド +1 73 = 73 (36  37)

ｼﾞｬﾝ ｼﾞｪﾅﾘﾝ +1 73 = 73 (37  36)

上原 美希 +1 73 = 73 (40  33)

青山 加織 +1 73 = 73 (39  34)

平野 ｼﾞｪﾆﾌｧｰ +1 73 = 73 (37  36)

新田 彩乃 +1 73 = 73 (37  36)

坂下 莉翔子 +1 73 = 73 (38  35)

井芹 美保子 +1 73 = 73 (36  37)

井上 沙紀 +1 73 = 73 (36  37)

酒井 千絵 +1 73 = 73 (36  37)

鈴木 佳恵 +1 73 = 73 (36  37)

73 (37  36)+1 =73菊地 明砂美
73 (38  35)+1 =73八上 ひかる
73 (35  38)@ +1 =73小暮 広海
74 (40  34)+2 =74佐伯 朱音44T

74 (39  35)+2 =74新坂上 ゆう子
74 (37  37)+2 =74小貫 衣織
74 (37  37)+2 =74新 真菜弥
74 (39  35)+2 =74竹山 佳林
74 (35  39)+2 =74山里 愛
74 (34  40)+2 =74足立 由美佳

74 (37  37)+2 =74高林 由実
74 (38  36)+2 =74山本 薫里
74 (36  38)+2 =74林 菜乃子
74 (36  38)+2 =74長田 若菜
74 (37  37)+2 =74ｼｪｰ ﾕｰﾘﾝ
74 (36  38)+2 =74瀬戸 瑞希
74 (35  39)+2 =74岡村 優
74 (35  39)+2 =74西木 裕紀子
74 (35  39)+2 =74本多 奈央
74 (37  37)+2 =74ｾｷ ﾕｳﾃｨﾝ

74 (34  40)+2 =74P.ﾁｭﾃｨﾁｬｲ
74 (39  35)+2 =74工藤 優海
75 (38  37)+3 =75脇元 華63T

75 (38  37)+3 =75江澤 亜弥
75 (39  36)+3 =75臼井 麗香
75 (38  37)+3 =75仲宗根 澄香
75 (38  37)+3 =75森井 菖
75 (38  37)+3 =75井上 りこ
75 (38  37)+3 =75荒木 美友
75 (35  40)+3 =75東 葵

75 (36  39)@ +3 =75園田 結莉亜
75 (37  38)+3 =75安福 千乃
75 (37  38)+3 =75山田 成美
75 (35  40)+3 =75横山 倫子
75 (36  39)+3 =75齊藤 美香
76 (37  39)+4 =76種子田 香夏76T

76 (41  35)+4 =76木下 彩
76 (38  38)+4 =76小林 由枝
76 (37  39)+4 =76北村 響
76 (36  40)+4 =76平井 亜実

76 (37  39)76 =佐藤 靖子 +4

76 (38  38)76 =川満 陽香理 +4

76 (37  39)76 =水野 真由美 +4

76 (36  40)76 =西 みきこ +4

77 (39  38)77 =85T ﾌﾞｯｻﾊﾞｺﾝ・ｽｶﾊﾟ +5

77 (40  37)77 =森岡 紋加 +5

77 (37  40)77 =山口 莉穂 +5

77 (37  40)77 =福山 恵梨 +5

77 (37  40)77 =佐久間 綾女 +5

77 (40  37)77 =笹原 優美 +5

77 (37  40)77 =三宅 百佳 +5

77 (39  38)77 =篠﨑 愛 +5

77 (40  37)77 =鎌田 ヒロミ +5

77 (39  38)77 =園田 絵里子 +5

78 (41  37)78 =95T 澤田 知佳 +6

78 (38  40)78 =山本 卯蘭 +6@

78 (39  39)78 =鈴木 麻綾 +6

78 (38  40)78 =佐藤 絵美 +6

78 (38  40)78 =山口 春歌 +6

79 (39  40)79 =100T 塩澄 英香 +7@

79 (41  38)79 =奥山 純菜 +7@

79 (40  39)79 =横山 紗蔵 +7

79 (42  37)79 =原田 佳奈 +7@

79 (39  40)79 =ｹｰｼｰ・ｺﾓﾄ +7

81 (42  39)81 =105 辻岡 愛理 +9

82 (41  41)82 =106 大城 美南海 +10

84 (41  43)84 =107 山本 しおり +12@

89 (41  48)89 =108 日巻 那々恵 +17@

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

¥3,600,000 08:00 Start / 2WAY 108名 (プロ98名 / アマ10名) 2018年09月26日(水) 615 人 615 人 曇り 22.7 ℃ 北 3.1 m/s

気象情報は9/26（水） 12:00時点のものです。


