
　期　　　日：　平成２７年５月１３日（水）
　会　　　場：　ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ
　参加者数　：　１９８名 主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

組 時間 氏　名 所  属 組 時間 氏　名 所  属 組 時間 氏　名 所  属 組 時間 氏　名 所  属
市村　香純 ウィンザーパーク 竹本　梨奈 那須野ヶ原 郡司　桃果 ウィンザーパーク 杉田　茉由 ウィンザーパーク

臼井　麗香 那須野ヶ原 藤森　未夕 昭和の森 上野　陽向 紫あやめ 稲見　萌寧 八千代

播磨　知優 八千代 久保　青空 オールドオーチャード 小暮　広海 八千代 中谷　鈴音 ムーンレイク市原

夏山　ルイ ハーモニーヒルズ 橘　佳織 千葉よみうり 磯崎　京 サンクチュアリ久慈 ***

佐久間　夏美 ウィンザーパーク 杉田　美紀 ウィンザーパーク 坂井　七菜 ウィンザーパーク 平塚　新夢 ウィンザーパーク

原田　典子 昭和の森 亀田　うらら 三井の森 大和　睦 昭和の森 吉田　莉生 紫あやめ

今井　萌絵 オールドオーチャード 鎮守　愛佳 八千代 永嶋　花音 ムーンレイク茂原 工藤　優海 ムーンレイク茂原

鈴木　千晴 朝霞 堀野　恵美 ハーモニーヒルズ 桑原　萌 新玉村 中川　ひかる 富士ゴルフコース

人見　礼子 ウィンザーパーク 植松　小の美 ウィンザーパーク 畑岡　奈紗 ウィンザーパーク 鈴木　磨夜 ウィンザーパーク

長野　未祈 紫あやめ 植竹　愛海 紫あやめ 志村　優花 那須野ヶ原 河野　紀子 三井の森

菊地　彩香 ムーンレイク茂原 大石　彩未 八千代 木村　朱夢 八千代 山﨑　杏 八千代

根本　里恵子 サンクチュアリ久慈 小林　亜美 富士ゴルフコース 星野　杏奈 紫あやめ 河野　杏奈 千葉よみうり

岡村　優 ウィンザーパーク 高橋　ありさ ウィンザーパーク 木村　円 ウィンザーパーク 高橋　咲 那須野ヶ原

関野　愛美 那須野ヶ原 近藤　あみ 三井の森 田中　博子 紫あやめ 西村　涼花 八千代

木村　夏海 八千代 菊池　麻那美 サンクチュアリ久慈 畑中　朝子 八千代 加藤　紫穂美 富士グリーンヒル

西郷　真央 ムーンレイク茂原 柴田　莉奈 ムーンレイク市原 佐藤　則子 オールドオーチャード 宮澤　風優 三井の森

松村　理菜 ウィンザーパーク 関根　理央 紫あやめ 池羽　陽向 ウィンザーパーク 高橋　みさと ウィンザーパーク

横山　稀理 那須野ヶ原 赤荻　瑠那 ハーモニーヒルズ 梅田　日陽 那須野ヶ原 森　はな 昭和の森

傳田　眞子 ムーンレイク市原 周　琳 富士ゴルフコース 山田　紗楽 昭和の森 吉田　優利 オールドオーチャード

後藤　玲来 朝霞 大塚　真由 三井の森 石川　涼夏 新玉村 土田　三琹 朝霞
岩城　杏奈 那須野ヶ原 矢嶋　真琴 昭和の森 福井　貴子 ウィンザーパーク 高崎　綾乃 紫あやめ

津田　桃果 紫あやめ 望月　美甫 オールドオーチャード 乗富　結 那須野ヶ原 小崎　茜 ムーンレイク市原

斉藤　若葉 八千代 澁澤　莉絵留 新玉村 阿部　未来 ムーンレイク茂原 天野　真里奈 富士グリーンヒル

田口　遥麗 オールドオーチャード 鈴木　優芽 三井の森 井上　侑美 新玉村 井上　瑠夏 三井の森

桐原　愛奈 ウィンザーパーク 藤田　愛 紫あやめ 野田　すみれ ウィンザーパーク 坂井　留奈 昭和の森

堀江　久美 昭和の森 山路　晶 ウィンザーパーク 柳澤　木の実 昭和の森 和久井　麻由 オールドオーチャード

鈴木 桂花 ムーンレイク茂原 中川　梨華 ムーンレイク茂原 川崎　志穂 八千代 安田　麻衣子 富士ゴルフコース

吉津谷　彩香 ハーモニーヒルズ 小佐野　祐奈 富士ゴルフコース 保坂　萌々 朝霞 山口　実夢 三井の森

堀越　心愛 ウィンザーパーク 野矢　愛莉 ウィンザーパーク 吉田　菊花 ウィンザーパーク 今井　鮎美 ウィンザーパーク

浅見　優華 昭和の森 脇山　佳連 三井の森 高橋　夏奈 紫あやめ 高橋　幸 昭和の森

町田　涼紗 八千代 小平　ほたる ハーモニーヒルズ 角野　真梨奈 オールドオーチャード 荒井　麻衣子 サンクチュアリ久慈

鈴木　知美 千葉よみうり 岩崎　美紀 朝霞 桑田　陽子 富士グリーンヒル 高橋　佑果 富士ゴルフコース

小林　千夏 ウィンザーパーク 須田　萠子 ウィンザーパーク 佐久間　朱莉 ウィンザーパーク 伊波川　彩名 ウィンザーパーク

千葉　華 紫あやめ 金丸　直子 昭和の森 松本　真衣 昭和の森 飛田　葵 紫あやめ

谷口　瑠梨 ハーモニーヒルズ 本　明夏 ムーンレイク茂原 羽藤　和奏 ムーンレイク茂原 遠藤　璃乃 ムーンレイク市原

高橋　紀子 ムーンレイク市原 濱野　芳子 サンクチュアリ久慈 江澤　亜季 朝霞 千葉　雪乃 富士グリーンヒル

吉澤　柚月 ウィンザーパーク 武田　妙子 *** 新田　律岬 那須野ヶ原 金野　優菜 昭和の森

山﨑　花音 那須野ヶ原 西畑　萌香 紫あやめ 六車　日那乃 紫あやめ 浅野　愛莉 富士ゴルフコース

谷田　侑里香 八千代 横山　佳代 富士ゴルフコース 中野　百恵 サンクチュアリ久慈 佐藤　優 朝霞
戸村　みづき 千葉よみうり 青野　紗也 シード・昭和の森 法月　一紗 富士グリーンヒル 今井　瑞穂 三井の森

菊地　志織 ウィンザーパーク 黒木　優香 昭和の森 吹田　佳央理 ウィンザーパーク 小滝　水音 ウィンザーパーク

山野辺　栞南 昭和の森 夏野　香月 三井の森 矢作　紗香 昭和の森 二口　涼 昭和の森

土屋　あゆ ムーンレイク茂原 赤荻　瑠花 ハーモニーヒルズ 寺尾　有希 オールドオーチャード 香取　真朱 八千代

井上　渚 朝霞 西野　桜 シード・ウィンザーパーク 中澤　瑠来 朝霞 今　綾奈 朝霞
政田　夢乃 ウィンザーパーク 山下　ユナ ウィンザーパーク 中村　恵美 ウィンザーパーク 筒井　美羽 ウィンザーパーク

飯田　絵己 昭和の森 平木　亜莉奈 三井の森 大出　瑞月 那須野ヶ原 勝見　梓 三井の森

岩井　千怜 新玉村 遠藤　まりの 朝霞 松崎　奈未 ムーンレイク茂原 桑山　紗月 八千代

増沢　彩巴 ハーモニーヒルズ 植竹　希望 シード・柿の木台 石川　茉友夏 新玉村 石坂　翔子 昭和の森

石川　聖奈 ウィンザーパーク 佐藤　有仁加 ウィンザーパーク

関　悠那 那須野ヶ原 石倉　佳那子 八千代

鈴木　愛佳子 ムーンレイク市原 平井　美咲 昭和の森

*** 露木　直子 千葉よみうり

注）

１．本競技の上位 ９８人が全日本決勝競技への出場資格を得る。
２．組合せおよびスタート時間は、欠席者があった場合は変更することがある。
３．病気、事故などのため参加を取止める場合は、必ず事前にウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ（0296-88-2221）へ連絡すること。
４．無断欠席の場合、来年度の本競技を含め１年間の競技出場を停止する。 競技委員長　西川恵太郎
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平成２７年度　第１５回　全日本女子パブリックアマチュアゴルフ選手権競技

東日本地区パブリックアマチュアゴルフ選手権競技
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