
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 ※ 松枝 香 山口県Ｇ協会 89 ※ 柴田 由紀子 笠岡Ｃ 89 ※ 内村 まゆみ 広島県Ｇ協会 89 ※ 髙橋 暁子 山陽国際Ｇ 89 1 8:00 末永 美由紀 三原Ｃ 90 成田 敏恵 山陽Ｇ 90 ※ 山本 真由美 八千代Ｃ 90 ※ 福田 みちえ 下関ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝＧ 90

2 8:09 ※ 笠本 司子 山口県Ｇ協会 88 寺石 美和子 広島紅葉Ｃ 89 ※ 小笠原 美智枝 井原Ｇ 89 ※ 御手洗 美智子 山口レインボー 89 2 8:09 ※ 長屋 みゆき ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 90 ※ 澤原 美由紀 安芸Ｃ 90 ※ 篠田 真由美 竹原Ｃ 90 ※ 平本 利加 千代田G 90

3 8:18 ※ 前原 有里 安芸Ｃ 86 ※ 山本 真奈美 広島県Ｇ協会 87 山田 恵里 鷹の巣Ｇ 88 川内 香代子 広島紅葉Ｃ 88 3 8:18 吉本 真梨華 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ 91 ※ 馬場 夏子 広島県Ｇ協会 91 ※ 中本 直美 八千代Ｃ 91 森定 和子 吉備高原Ｃ 92

4 8:27 ※ 阿部 善江 備中高原北房Ｃ 86 ※ 森田 泰子 旭国際Ｇ 86 ※ 猪木 幸子 鬼ノ城Ｇ 86 ※ 大林 康代 山口レインボー 86 4 8:27 ※ 高橋 佳子 徳山Ｃ 92 ※ 後藤 節子 下関Ｇ 92 ※ 妹尾 雪代 岡山霞橋Ｇ 92 古木 やよい 広島県Ｇ協会 93

5 8:36 ※ 石橋 江里子 山陽国際Ｇ 85 ※ 山田 久子 後楽Ｇ 85 東條 弥生 金城Ｃ 86 下江 道子 岡山西Ｇ 86 5 8:36 ※ 西本 いづみ 大山アークＣ 93 ※ 小方 敦美 周南Ｃ 93 ※ 大畑 洋子 安芸Ｃ 93 ※ 河津 貴久美 朝陽Ｃ 93

6 8:45 野上 里恵 浜田ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 85 濱田 佳穂 安芸Ｃ 85 安本 麻里 山陽Ｇ 85 澤 京子 安芸Ｃ 85 6 8:45 吉川 円 岡山御津Ｃ 94 橋本 美和 周南Ｃ 94 ※ 森上 江利子 鬼ノ城Ｇ 94 ※ 徳光 紀代 朝陽Ｃ 94

7 8:54 宮谷 満理奈 賀茂Ｃ 84 ※ 長田 雅恵 玉造温泉Ｃ 84 ※ 清水 明美 ｸﾗｼｯｸ島根Ｃ 84 中川 亮子 広島安佐Ｇ 85 7 8:54 ※ 佐久間 菜穂美 山陽国際Ｇ 94 池田 亜紀 吉備高原Ｃ 95 髙倉 真由 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ 95 ※ 林 ひとみ 芸南Ｃ 95

8 9:03 吉竹 千絢 山口県Ｇ協会 83 ※ 谷本 恵 下関ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝＧ 83 ※ 北畠 久美 久米Ｃ 83 ※ 直木 千恵 山口レインボー 83 8 9:03 ※ 西田 明子 吉備高原Ｃ 95 ※ 新井 咲枝 周南Ｃ 95 ※ 山本 崇子 朝陽Ｃ 95 ※ 三富 亨子 広島国際Ｇ 96

9 9:12 ※ 宮原 和子 徳山国際Ｃ 82 野本 ゆかり 大山Ｇ 83 江種 美香 笠岡Ｃ 83 山元 美月 たけべの森Ｇ 83 9 9:12 ※ 中本 美津子 山陽国際Ｇ 96 ※ 北原 廣実 芸南Ｃ 97 ※ 沖 左津紀 瀬野川Ｃ 97 朴 亜美 鬼ノ城Ｇ 98

10 9:21 ※ 緒方 恵美 鷹の巣Ｇ 81 ※ 出本 珠美 瀬野川Ｃ 81 浴田 貴子 大山アークＣ 82 ※ 三浦 彰子 尾道Ｃ 82 10 9:21 ※ 峠 照子 福山Ｃ 100 長岡 綾奈 広島県Ｇ協会 101 ※ 藏本 房江 山陽国際Ｇ 101

11 9:30 ※ 松岡 邦江 朝陽Ｃ 80 守谷 敦子 赤坂Ｃ 81 安田 喜美子 玉野Ｇ 81 ※ 松本 きよみ 下関ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝＧ 81 11 9:30 ※ 矢部 喜美子 広島吉和の森Ｇ 102 ※ 松尾 順子 和木Ｇ 105 ※ 田中 恵子 鷹の巣Ｇ 107

12 9:39 山本 気恵 大山平原Ｇ 76 宮浦 理恵 岡山西Ｇ 78 佐伯 恵美 広島Ｇ 79 迫田 啓子 広島県Ｇ協会 79

★ スタート時刻変更およびラウンドの中止等、今後の変更事項についてはCGUホームページ又はクラブハウス内に告知するのでご確認ください。

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。
(周南カントリー倶楽部：TEL.0833-91-0311)

３. 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
※女子シニア

CGUCHUGOKU GOLF UNION

選手名 選手名 選手名選手名 選手名 選手名 選手名 選手名

2022年度(第15回)中国女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技・2022年度(第1回)中国女子シニアゴルフ選手権競技

( 5,916Yards  Par 72)

(参加者：90名)

スタート時刻及び組み合わせ表
[第2ラウンド：2022年06月02日(木)]

周南カントリー倶楽部

主催：(一財)中国ゴルフ連盟


