
1st Tee 10th Tee
№ TIME 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ № TIME 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ

1 8:00 安本 美咲 岡山県Ｇ協会 垣 優菜 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 安田 喜美子 吉備高原Ｃ 山元 美月 岡山県Ｇ協会 1 8:00 久﨑 成 岡山県Ｇ協会 井ノ下 愛華 広島国際Ｇ 村田 朱絵里 岡山県Ｇ協会 赤石 愛花 鷹の巣Ｇ

2 8:09 中西 麻奈 瀬戸大橋Ｃ 香川 ちよみ 八千代Ｃ 藤井 有伽 山口県Ｇ協会 西山 世那 広島安佐Ｇ 2 8:09 橋本 千津奈 山口県Ｇ協会 上國 紗椰 広島佐伯Ｃ 村上 陽菜 広島県Ｇ協会 魚見 彩倉 岡山県Ｇ協会

3 8:18 藤井 夢々 岡山県Ｇ協会 坂金 風妃 大山アークＣ 田村 貴美華 山口県Ｇ協会 有森 可琳 笠岡Ｃ 3 8:18 上田 萌々香 湯郷石橋Ｇ 松浦 葵 広島県Ｇ協会 坂上 ちはる 尾道Ｃ 竹重 歩南 広島県Ｇ協会

4 8:27 守谷 敦子 赤坂Ｃ 木村 裕子 瀬戸大橋Ｃ 開 元子 たけべの森Ｇ 小林 理恵 尾道Ｇ 4 8:27 栗原 愛 広島国際Ｇ 香川 倫穂 岡山県Ｇ協会 熊谷 夢乃 瀬戸大橋Ｃ 栁原 星空 広島県Ｇ協会

5 8:36 長田 雅恵 玉造温泉Ｃ 山田 久子 後楽Ｇ 瀧本 麻由美 岡山金陵Ｃ 浜田 ジェニー 島根Ｇ 5 8:36 宮﨑 樹里 岡山県Ｇ協会 安那 亜沙 広島県Ｇ協会 田口 夏鈴 岡山県Ｇ協会 杉原 天音 広島県Ｇ協会

6 8:45 小倉 彩愛 岡山国際Ｇ 安部 明日香 鷹の巣Ｇ 由元 結菜 広島県Ｇ協会 松井 佑里江 金城Ｃ 6 8:45 唐木田 妃菜 笠岡Ｃ 佐々木 瑛菜 広島県Ｇ協会 中村 心 山口県Ｇ協会 上田 梨紗子 湯郷石橋Ｇ

7 8:54 浜崎 未来 玉造温泉Ｃ 中村 優海 岡山県Ｇ協会 小林 光希 美作Ｃ 岡﨑 穂夏 岡山国際Ｇ 7 8:54 梅津 真優美 山口県Ｇ協会 唐木田 梨乃 広島県Ｇ協会 清水 優 岡山県Ｇ協会 武廣 えみり 広島県Ｇ協会

8 9:03 桑木 志帆 吉備高原Ｃ 神田 ひなた 広島県Ｇ協会 岡本 陽菜 広島県Ｇ協会 重枝 和佳奈 山口県Ｇ協会 8 9:03 尾関 彩美悠 岡山霞橋Ｇ 佐田山 鈴樺 広島県Ｇ協会 大宮 佳子 岡山県Ｇ協会 岩田 愛里沙 広島県Ｇ協会

9 9:12 森 愉生 岡山県Ｇ協会 野島 夏子 岡山県Ｇ協会 由元 遥菜 広島県Ｇ協会 梶田 恵梨奈 広島県Ｇ協会 9 9:12 梶谷 翼 たけべの森Ｇ 桒原 愛果 広島国際Ｇ 益田 世梨 岡山県Ｇ協会 川端 悠衣 広島県Ｇ協会

10 9:21 山本 彩乃 山口県Ｇ協会 栗原 幸 広島国際Ｇ 中村 佳音 広島県Ｇ協会 魚見 萌桃 岡山国際Ｇ

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本部まで連絡のこと。
(東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ：TEL.0863-41-2311)

☆ 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 谷　本　雄　謙

2018年度(第48回)中国⼥⼦アマチュアゴルフ選⼿権競技

( 6,261Yards  Par 72)

(参加者：76名)

スタート時刻及び組み合わせ表
[第1ラウンド：2018年05⽉23⽇(⽔)]

東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ
主催：中国ゴルフ連盟

選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名
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