
.

ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名

時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82

ﾀｸﾞﾁ ｻｸﾗ ﾔﾏﾍﾞ ﾘﾅ ｽﾐﾉ ﾓﾓｶ ｺｼﾞﾏ ｱﾔｶ ｾｷﾈ ﾘｵ ﾀｶﾊｼ ﾏﾐ ﾁｮｳﾅﾝ ﾋｶﾙ ﾔﾏｼﾀ ﾐｵﾝ

田口 咲春 山邊 里奈 住野 百果 小島 彩夏 関根 理央 高橋 茉夢 長南 ひかる 山下 海音
高松 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 WF名古屋港 紫あやめ36 北神戸 ｳｨﾝｻﾞｰ 水島GL

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ ﾌｼﾞｲ ﾐｳ ﾊﾞﾊﾞ ｻｷ ﾅｶﾞﾀ ｶﾅｴ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾁ ﾂﾁﾔ ｱﾕ ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ ｳｴﾀ ﾐｸ

橋本 美月 藤井 美羽 馬場 咲希 永田 加奈恵 山口 璃千 土屋 あゆ 山本 斎 上田 澪空
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ WF名古屋港 昭和の森 ｼｰﾄﾞ･ｱｵﾉ 高松 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 昭和の森

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ｲﾏﾉ ﾏｻｷ ﾜｸｲ ﾏﾕ ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾂﾘ ﾄｸﾗ ﾓﾓｶ ﾀｶｼﾏ ｻｸﾗ ﾋﾗﾀ ｷｻｷ ﾀﾑﾗ ﾋﾄﾐ ﾀｶﾉ ｱｲﾋ

今野 真希 和久井 麻由 森本 まつり 戸倉 桃果 高島 桜花 平田 妃希 田村 仁美 高野 愛姫
WF名古屋港 ｼｰﾄﾞ･ｵｰﾙﾄﾞ ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ 京阪 京阪 西神戸 西神戸 那須野ヶ原

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84

ﾅﾘﾀ ｴﾏ ｻﾀﾞﾔﾏ ｶｴﾃﾞ ﾊｼｸﾞﾁ ｱﾝ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾈ ﾔﾏﾜｷ ｱｲﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ ｻｶｼﾀ ｲﾁﾖｳ ﾉｾ ｱｵｲ

成田 瑛麻 佐田山 楓 橋口 杏 山本 華菜音 山脇 愛璃 小林 亜美 坂下 一葉 野瀬 葵
ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 奥津 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 昭和の森 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 富士GC 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84

ﾆｼﾓﾄ ﾐｱﾝ ﾅｶﾞﾓﾘ ﾊﾙﾅ ｽｽﾞｷ ｹｲｶ ﾕｷﾉ ﾜｶﾊﾞ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾅ ｻﾀﾞﾅｶﾞ ｱｵｲ ﾐｽﾞｷ ﾊﾙｶ ｸｻﾞｷ ﾅﾙ

西本 実杏 長森 遥南 鈴木 桂花 雪野 若葉 藤原 侑奈 貞永 葵生 水木 春花 久﨑 成
高松 六甲国際 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｼｰﾄﾞ･ﾄﾑﾜﾄｿﾝ 奥津

7:37 7:37

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84

ｺｳﾀﾞ ｱﾔﾘ ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ ﾅｶﾞﾀ ﾘｺ ｺｶﾞ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲ ｵｶﾓﾄ ﾘｵ ﾀｶﾀﾞ ﾅｵ ｳｶｲ ﾓﾓ

幸田 彩里 鈴木 陽彩 長田 莉子 古賀ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 杉下 舞 岡本 利桜 高田 菜桜 鵜飼 桃
WF名古屋港 京阪 WF名古屋港 ｼｰﾄﾞ･ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 八千代 富士GC ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 WF名古屋港

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ﾏｴﾀﾞ ﾒｸﾞ ﾕｱｻ ｾﾘ ｶﾐﾔ ﾓﾓ ｶﾐﾔ ｿﾗ ｳｵﾐ ﾓﾓ ﾄｸﾀﾞ ｱｷ ﾀｶｷﾞ ﾐｸ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ

前多 愛 湯淺 芹 神谷 もも 神谷 そら 魚見 萌桃 徳田 晶 高木 美空 山本 唯依
しがらきの森 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ WF名古屋港 ｼｰﾄﾞ･正眼寺 花回廊 しがらきの森 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 六甲国際

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾂｷ ｲｲｼﾞﾏ ｻｵﾘ ｵｶﾀﾞ ｺﾉﾊ ﾔｷﾞ ｽｽﾞｶ ﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ ﾔﾏｳﾁ ﾘﾝﾅ ｲｺﾏ ﾘｻ

谷口 美月 飯島 早織 岡田 樹花 八木 涼風 森 瑞那 山内 鈴奈 生駒 莉彩
宇部72江畑池 ｳｨﾝｻﾞｰ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｱｵﾉ 紫あやめ36 ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南 WF名古屋港

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87

ｺｲﾃﾞ ﾐｳ ﾅｶﾀ ﾈﾈ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲｶ ｶｼﾞﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ ﾅﾘﾀ ﾙﾅ ﾄﾞﾋ ﾕｲﾅ ｲｼｻﾞﾜ ﾘｱﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾐ

小出 美雨 中田 寧々 山本 唯加 梶谷 翼 成田 月奈 土肥 唯奈 石澤 梨杏 渡辺 彩心
WF名古屋港 高松 高松 花回廊 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 昭和の森 ｳｨﾝｻﾞｰ

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ﾊﾏｻｷ ﾐﾗｲ ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｲ ﾀｶｷﾞ ﾐｻｷ ｺｸﾌﾞ ｱﾔﾅ ｲﾜﾔ ｻｸﾗ ﾅｶﾞﾐﾈ ﾊｺ ｵﾀﾞ ｼｵﾘ ｵｲｶﾜ ﾘｺ

浜崎 未来 長谷川 茉衣 高木 美咲 國分 彩那 岩谷 咲来 長嶺 葉子 小田 栞 及川 莉瑚
奥津 WF名古屋港 WF名古屋港 WF名古屋港 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 紫あやめ36 ｱｵﾉ WF名古屋港

8:22 8:22

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 91

ﾋﾗｵｶ ﾙｲ ﾅｶﾑﾗ ｶﾉ ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾂﾈ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ ﾀｹﾀﾆ ﾋﾛ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾘ ｸﾞﾝｼﾞ ﾚﾅ ｵﾉﾀﾞ ﾈﾈ

平岡 瑠依 仲村 果乃 中川 初音 川畑 優菜 竹谷 茉紘 谷口 槙梨 郡司 玲奈 小野田 寧々
ｼｰﾄﾞ･北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸 ｳｨﾝｻﾞｰ ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 古河 新玉村

1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91

ﾀｶｷﾞ ﾐﾕ ﾐﾔｺ ﾚｲｶ ﾊﾔｼ ｷﾘﾅ ﾌﾙｶﾜ ﾘﾙｱ ﾎｿﾀﾞ ｼｵﾘ ｸﾞﾝｼﾞ ﾓﾓｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ

高木 美佑 都 玲華 林 希莉奈 古川 莉月愛 細田 詩織 郡司 桃果 小林 京加
WF名古屋港 高松 WF名古屋港 WF名古屋港 奥津 古河 しがらきの森

1日目ｽｺｱ 70 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 98

ｶﾂﾐ ｱｽﾞｻ ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾅｺ ﾆｼｵｶ ﾘｶｺ ｽｷﾞｳﾗ ｱｲﾘ ﾂﾉﾀﾞ ﾕﾒｶ ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾅｺ ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲﾐ

勝見 梓 稲垣 那奈子 西岡 利佳子 杉浦 愛梨 角田 夢香 坂口 瑞菜子 長谷川 愛美
三井の森 ｳｨﾝｻﾞｰ ｱｵﾉ WF名古屋港 新玉村 ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南 新玉村

8:52 8:52

1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 94

ｸﾘﾊﾗ ﾐｷ ｻｷﾊﾗ ﾅｵｺ ﾖｼﾀﾞ ﾏﾘｺ ﾏｽﾀﾞ ﾁｸﾞｻ ｲﾅﾂﾞﾐ ﾘｴ ｷﾖﾊﾗ ｶﾅｺ ﾅﾂﾔﾏ ﾙｲ ｲﾉｳ ﾊﾙﾐ

栗原 美紀 崎原 尚子 吉田 麻里子 増田 千草 稲積 理恵 清原 加奈子 夏山 ルイ 稲生 晴美
昭和の森 京阪 京阪 西神戸 京阪 北神戸 ｳｨﾝｻﾞｰ WF名古屋港

1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 95

ﾑﾗﾀ ﾅｵｺ ﾐﾅｶﾞﾜ ﾐﾖｺ ﾌｸｼﾏ ﾖｼｺ ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾐ ｲﾜﾓﾄ ﾅｵｺ ﾎｼﾉ ｷｮｳｺ ﾊﾏﾅｶ ﾐﾕｷ ﾆｼﾑﾗ ﾏｲ

村田 直子 皆川 三代子 福島 良子 中島 友美 岩本 直子 星野 響子 濱中 幸 西村 妹
高松 ｳｨﾝｻﾞｰ 高松 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 京阪 紫あやめ36 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｼｰﾄﾞ･ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 96

ｷｼﾞﾏ ﾁｱｷ ﾏﾂﾊﾞ ﾀｶｺ ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾎ ｵｵﾀ ｲﾎｺ ﾏｴﾀﾞ ﾐﾎｺ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷｺ ﾊｯﾄﾘ ｷﾐｺ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕﾐ

木島 千晶 松葉 隆子 松本 美保 太田 依布子 前田 美保子 宮澤 由紀子 服部 紀美子 松原 由美
八千代 WF名古屋港 WF名古屋港 昭和の森 京阪 鹿島南蓼科 古河 高松

1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 97

ﾆｼﾀﾞ ｶｵﾘ ﾊｯﾄﾘ ｷﾖｶ ｺｳ ｿﾝﾐ ﾀﾊﾞﾀ ｴﾘ ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｴ ｱﾅﾌﾞｷ ｱﾂｺ ﾄｵﾔﾏ ｻﾄｺ ﾋﾀﾞｶ ｻｴｺ

西田 香 服部 清香 高 善美 田畑 江理 遠藤 芳江 穴吹 篤子 遠山 聡子 飛高 佐江子
大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京阪 WF名古屋港 八千代 北神戸 ｳｨﾝｻﾞｰ　 ｳｨﾝｻﾞｰ

1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 98 1日目ｽｺｱ 99 1日目ｽｺｱ 99 1日目ｽｺｱ 100

ｲﾜｻｷ ﾐｶ ﾃﾗｳﾁ ｱｽﾞｻ ｱｻﾉ ﾘｴ ﾀｼﾞﾘ ﾁｶ ﾔﾏﾉ ﾅｵﾐ ﾐﾄ ﾀｶｺ ｵ ﾁｮﾝｽｸ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾐｺ

岩崎 未果 寺内 梓 浅野 梨絵 田尻 智佳 山野 直美 三戸 高子 呉 鍾淑 渡邉 留美子
WF名古屋港 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 西神戸 京阪 八千代 西神戸 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ36

9:37 9:37

1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 100 1日目ｽｺｱ 101 1日目ｽｺｱ 101 1日目ｽｺｱ 101

ｸﾘﾊﾗ ｴﾂｺ ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕｷ ｺｳﾂﾞｶ ﾕｷ ｵｶﾀﾞ ｶｵﾘ ｺﾅﾂ ﾑﾂﾐ ｻｻﾉ ﾉﾘｺ ｱﾀﾞﾁ ﾘﾅ ﾎﾝﾀﾞ ｶﾂﾗ

栗原 悦子 金澤 美由紀 幸塚 由紀 岡田 かおり 小夏 睦 笹野 紀子 安達 吏那 本田 かつら
ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝｼｴﾛ WF名古屋港 北神戸 紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 102 1日目ｽｺｱ 103 1日目ｽｺｱ 103 1日目ｽｺｱ 103

ｴｻﾞｷ ﾁｱｷ ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ ﾏｴﾀﾞ ｴﾘ ｱﾀﾞﾁ ﾕｷｺ ﾀﾅｶ ｾｲｺ ﾄﾖｼﾏ ｴﾘｺ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐｺ ｶﾜﾊﾗ ﾘｮｳｺ

江崎 千晶 高橋 紀子 前田 英里 足立 由紀子 田中 聖子 豊島 絵里子 山口 真美子 河原 綾子
北神戸 市原 WF名古屋港 ｼｰﾄﾞ･京阪 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞南 千葉よみうり ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 103 1日目ｽｺｱ 103 1日目ｽｺｱ 103 1日目ｽｺｱ 106

ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾜ ｳｴﾀﾞ ﾏﾘ ｻｲﾄｳ ﾅﾂｺ ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ ｼﾝｶｲ ﾕﾐ ｵｼﾍﾞ ｶｽﾞｺ ﾑﾗｶﾐ ﾐｶ ｵｻﾞﾜ ｴﾐ

石橋 三和 上田 まり 齋藤 奈津子 鈴木 智子 新海 由美 押部 和子 村上 美佳 小澤 江美
北神戸 ｼｰﾄﾞ･ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ WF名古屋港 ｼｰﾄﾞ･名古屋広幡 WF名古屋港 西神戸 ｳｨﾝｻﾞｰ 紫あやめ36

1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 106 1日目ｽｺｱ 107 1日目ｽｺｱ 109 1日目ｽｺｱ 112

ﾐｮｳﾁﾝ ｱｶﾈ ﾌｸﾑﾗ ｶﾅ ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ ﾅｶﾉ ﾕｶﾘ ｱﾗｶﾜ ｴﾘｺ ｲｼｸﾞﾛ ｱｷｺ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｺ ｲﾁﾑﾗ ﾏﾘ

明珍 あかね 福村 香名 西田 裕弥 中野 有佳梨 荒川 えり子 石黒 明子 松田 裕子 一村 真利
WF名古屋港 ｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 昭和の森 紫あやめ36 紫あやめ36 西神戸

1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 女子ミッドアマ：9：00～OUT・IN
ｶﾜｲ ﾕｶ ﾖｼｶﾜ ﾐｶ ﾀｶﾉ ﾐｷ ｳﾁﾔﾏ ｼｵﾘ

川井 悠圭 吉川 美香 鷹野 美紀 内山 汐里
奥津 WF名古屋港 ｼｰﾄﾞ･滋賀甲南 ｼｰﾄﾞ･昭和の森

参加人数：女子アマ101人、女子ミッド76人

平成30年度全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権

開催コース：ダンロップゴルフコース 2018年5月31日(木)

OUT IN

組 組

1 7:00 1 7:00

2 7:07 2 7:07

3 7:15 3 7:15

4 7:22 4 7:22

調　　整　　時　　間

6 7:45 6 7:45

5 7:30 5 7:30

調　　整　　時　　間

7 7:52 7 7:52

8 8:00 8 8:00

9 8:07 9 8:07

10 8:15 10 8:15

12 8:37 12 8:37 -

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

11 8:30 11 8:30

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

14 9:00 14 9:00

13 8:45 13 8:45 -

15 9:07 15 9:07

16 9:15 16 9:15

9:45 19 9:45

17 9:22 17 9:22

18 9:30 18 9:30

-

平成30年度全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権
２日目ペアリング

22 10:07 22 10:07

23 10:15

20 9:52 20 9:52

21 10:00 21 10:00

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

19


