
アウト

組 時 刻 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ

10 9:21 坂金 風妃 米子北斗③ 78 安本 美咲 作陽③ 79 垣 優菜 広島国際学院① 79 木下 彩 高川学園② 79

11 9:30 金田 江利子 高川学園② 77 中田 樹乃 広島国際学院③ 77 笠原 響 瀬戸内③ 78 須江 唯加 作陽① 78

12 9:39 熊澤 亜美 高川学園② 75 逢澤 菜央 作陽③ 76 石川 怜奈 作陽① 76 尾関 沙綾 玉島商業② 76

13 9:48 濱野 朋香 作陽③ 75 楠山 萌 作陽① 75 古川 茉由夏 作陽③ 75 矢倉 里紗 米子北斗③ 75

14 9:57 成澤 祐美 作陽③ 74 澁野 日向子 作陽② 74 香川 ちよみ 広島国際学院② 75 徳田 葵 作陽① 75

15 10:06 金岡 杏実 広島国際学院② 72 寺岡 妃奈 誠英① 73 目瀬 亜友 作陽② 74 高橋 亜可里 作陽③ 74

16 10:15 田辺 ひかり 広島国際学院③ 70 梶山 万里奈 瀬戸内③ 70 薮下 真衣 広島国際学院② 70 安藤 京佳 作陽③ 71

イン

組 時 刻 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ

11 9:35 中西 麻奈 興陽③ 79 植田 梨奈 広島国際学院② 80 中原 彩華 近畿大附属② 80 小西 瑞穂 広島国際学院② 81

12 9:44 山門 莉子 広島国際学院② 81 黒島 京花 作陽① 81 岡田 唯花 瀬戸内③ 81 渡邊 詩織 作陽② 82

13 9:53 岡田 麻由 作陽③ 82 徳光 里菜 高川学園① 82 山枡 蘭 倉吉北③ 83 久野 智奈 作陽① 83

14 10:02 佐伯 響子 武田① 83 金城 茉南 作陽② 84 西山 世那 瀬戸内③ 84 岡下 はづき 広陵① 84

15 10:11 冨金原 明莉 誠英③ 84 河畑 怜奈 誠英① 85 重實 茉里 作陽② 87 三京 幸恵 広陵① 87

16 10:20 佐々木 弥亜 高水① 88 村瀬 玲美 誠英③ 88 佐藤 紗里愛 米子東① 89 岡﨑 朱音 就実① 89

17 10:29 有森 可琳 倉敷翠松① 94 藤井 有伽 瀬戸内③ 95 前 結加里 倉敷中央① 97 藤井 香怜 高川学園① 98

１. 欠場者のあるときは本スタート時刻及び組み合わせ表を変更する場合がある。

２. 欠場の場合：競技前日までは中国ゴルフ連盟事務局(082-247-2719)、

競技当日は開催コース内の大会競技委員まで連絡のこと。

(白竜湖カントリークラブ：TEL.0847-34-0111)

☆ 無断欠場は、来年度の当該競技への出場を停止する。

競技委員長

氏 名 氏 名 氏 名 氏 名

(参加者：56名)

( 6,093Yards  Par 71)

氏 名 氏 名 氏 名 氏 名

2015年度(平成27年)第21回中国ジュニアゴルフ選手権競技【女子15歳～17歳の部】
兼　平成27年度全国高等学校ゴルフ選手権大会第59回個人の部　中国予選

スタート時刻及び組み合わせ表

[第2ラウンド：平成27年7月23日(木)]
白竜湖カントリークラブ

主催：中国ゴルフ連盟　中国高等学校ゴルフ連盟　スポーツニッポン新聞社


