
時刻 組 氏名 ふりがな 所属 時刻 組 氏名 ふりがな 所属

1 古瀬  寧々＠ ふるせ  ねね 茨城高原カンツリー倶楽部 45 簀戸  佐結理＠ すど  さゆり 好文学園女子高等学校

2 三浦  春舞＠ みうら  はるま 石部高等学校 46 高岸  鈴＠ たかぎし  りん 生光学園高等学校

3 市川  琴雪 いちかわ  こゆき 葛城ゴルフ倶楽部 47 田村  和 たむら  なごみ フリー

4 48

5 中西  風香 なかにし  ふうか フリー 49 桝田  瑞記＠ ますだ  みずき 甲南女子大学

6 金城  茉南 きんじょう  まな ㈱ゴルフサポート 50 岡  初紀＠ おか  はつき フリー

7 久崎  成 くざき  なる 六甲国際ゴルフ倶楽部 51 立岩  古都実 たていわ　ことみ ㈱)グランドオークゴルフクラブ

8 52

9 寺田  紅蘭 てらだ  くらん 青山高原カントリークラブ 53 中西  悠加＠ なかにし  ゆうか 東条の森カントリークラブ

10 岡  里音＠ おか  りおん 生光学園高等学校 54 山下  海音 やました  みおん 岡山カントリー帯江

11 田村  祐里 たむら  ゆり フリー 55 谷頭  さつき たにがしら  さつき フリー

12 56

13 元籔  愛香＠ もとやぶ  あいか 兵庫カンツリークラブ 57 寺西  飛香留＠ てらにし  ひかる 産能短期大学

14 山下  真生 やました  まい ELECOM 58 藤崎  咲良 ふじさき  さくら フリー

15 山脇  愛璃＠ やまわき  あいり 滝川第二高等学校 59 向井  七海 むかい  ななみ フリー

16 60

17 安本  美咲 やすもと  みさき フリー 61 川上  紗緒里 かわかみ  さおり 浜名湖カントリークラブ

18 大内  瑞喜 おおうち  みずき チェリーヒルズゴルフクラブ 62 山口 璃千 やまぐち  りち 信楽カントリー倶楽部

19 杉本  花波＠ すぎもと  かなみ 京都翔英高等学校 63 赤松  渚＠ あかまつ  なぎさ ECC学園高等学校

20 64

21 小川  うらら おがわ  うらら フリー 65 横井  もも よこい  もも チェリーヒルズゴルフクラブ

22 荒武  飛名 あらたけ  ひな フリー 66 谷山  理子＠ たにやま  りこ 久山カントリー倶楽部

23 井元  咲希＠ いもと  さき 宮崎県産業経営大学 67 佐川  佳帆＠ さがわ  かほ 岡山理大附属高校

24 68

25 下川  恵都 しもかわ  けいと フリー 69 丸山  祐香＠ まるやま  ゆか フリー

26 神谷  咲来＠ かみや  さくら 中九州カントリークラブ 70 境原  茉紀 さかいはら  まき グリーンバーズゴルフ倶楽部

27 山本  真生 やまもと  まさき フリー 71 坪井  悠香 つぼい  ゆうか フリー

28 米澤  綾梨 よねざわ  あやり フリー 72 近藤  ななみ こんどう  ななみ 玄海ゴルフクラブ

29 田中  梨夏子 たなか  りかこ フリー 73 高木  美空＠ たかぎ  みく 兵庫カンツリークラブ

30 笹原  彩夏 ささはら  あやか フリー 74 下川  佳恵 しもかわ  かえ フリー

31 田中  あみ＠ たなか  あみ 東海大学九州 75 永江  綾＠ ながえ  りょう くまもと中央カントリークラブ

32 76

33 片岡  由香＠ かたおか  ゆか フリー 77 辻岡  愛理 つじおか  あいり フリー

34 金 拿仕＠ かね  なさ ルネサンス高等学校 78 後藤  ひなの ごとう  ひなの フリー

35 植田  梨奈 うえだ  りな 賀茂カントリークラブ 79 中野  恵里花 なかの  えりか フリー

36 80

37 吉桑  晴美 よしくわ　はるみ 岐阜カンツリー倶楽部 81 長尾  美穂 ながお  みほ フリー

38 渡邊  詩織 わたなべ   しおり 樫山ゴルフランド 82 栗永  遥 くりなが  はるか フリー

39 中尾  彩乃 なかお  あやの フリー 83 佐田山  鈴樺 さだやま  すずか フリー

40 84

41 松本  春香 まつもと  しゅんか フリー 85 有森  可琳 ありもり  かりん 宝塚ゴルフクラブ

42 中村  絵里香 なかむら  えりか 三甲ゴルフ倶楽部榊原温泉コース 86 鳴川  愛里 なるかわ  あいり フリー

43 松浦  美侑 まつうら  みゆ フリー 87 周藤　可歩 しゅうとう　かほ フリー

44 88

2022年12月6日  「第1回タツミカップレディース」  組合せ表

OUTｽﾀｰﾄ INｽﾀｰﾄ

8:00 1 8:00 1

8:08 2 8:08 2

8:16 3 8:16 3

4

8:32 5 8:32 5

9:20 11 9:20 11

8:56 8 8:56 8

9:04 9 9:04 9

2022年12月6日開催

9:12 10 9:12 10

8:40 6 8:40 6

8:48 7 8:48 7

8:24 4 8:24

タツミカップレディース事務局

※ 来場の際にはマスクの着用と当日の検温にご協力ください。

※ スタート30分前までに受付を済ませてください。当日はスループレーです。

※ この組み合せは開催日までにキャンセルなどあった場合には変更することがあります。

※賞金授受の際は身分証の提示が必要となります。ご用意をお願いいたします。


