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(41:37)75T *山村 真鈴 78

(35:39)19T 瀬川 佳世 74
+3 31T *小島 彩夏

中尾 春陽

(34:34)
(32:36)

76 (38:38)

Player
-4 山田 成美 681

Today

95T *高谷 理央

TotalRank

80 (40:40)

Rank Player Total Rank PlayerTodayTotal Today

2 小林 光希 68
-3 3 前多 愛 69
-2 4T 竹山 佳林 70

4T *井手 絵愛里 70

(34:35)
(35:35)
(35:35)

6T 北村 響 71 (35:36)
6T 谷頭 さつき 71

-1
(35:36)

6T *天羽 さくら 71 (34:37)
(36:35)

6T *北川 紗玖楽 71 (33:38)
0 11T *三明 桜子 72

6T 中尾 彩乃 71

(35:37)
11T 松本 春香 72

(36:36)

(35:37)
11T 森井 あやめ 72

15T *藤田 藍 73

(37:35)
11T 神谷 奈恵 72

(37:36)
15T *久世 夏乃香 73

+1
(38:35)

15T *佐藤 涼音 73 (36:37)
15T 大林 奈央 73 (36:37)

+2 19T *木村 葉月 74 (39:35)
19T 八木 涼風 74 (39:35)
19T *佐野 円梨 74 (37:37)
19T 岸 紗也香 74 (37:37)
19T 川中 俊果 74
19T 小倉 ひまわり 74

(37:37)

(38:36)

19T 新田 彩乃 74

(34:40)
19T 吉桑 晴美 74

(35:39)
19T 金城 茉南 74

(37:37)

(37:37)
19T 新田 有希 74

(39:36)

(39:35)
19T 木村 鈴菜 74

31T 宮田 志乃 75
75

(40:35)
31T 西 智子 75
31T *永山 藍生 75

(39:36)

(36:39)

31T *簀戸 佐結理 75

(40:35)
31T *長田 莉子 75

(39:36)
31T 三宅 百佳 75

(38:37)

(38:37)
31T *山本 唯依 75

31T 荒木 美友 75

(39:36)
31T *安保 寿美 75

31T *福田 美来 75

(37:38)

(37:38)
31T *安井 愛 75
31T *日比野 邑香 75

(37:38)

(38:37)

31T 山下 真生 75

(39:36)
31T 土方 優花 75

(37:38)

+4 47T *岡 里音 76

(38:38)

(41:35)
47T *山脇 愛璃 76
47T 向井 七海 76
47T
47T

(40:36)*今西 さくら 76

(39:37)

76
(35:41)
(39:37)

47T 新 真菜弥 76
47T 坂下 莉彗子

47T *酒井 優菜 76 (37:39)
47T 寺西 飛香留 76 (39:37)
47T スタイヤーノ 梨々菜 76 (38:38)
47T *竹原 美悠 76 (39:37)
47T 福岡 靖菜 76 (38:38)
47T *水木 春花 76 (38:38)
47T *中越 百々香 76 (37:39)
47T 石田 可南子 76 (37:39)
47T 中西 風香 76 (36:40)
47T *大西 穂佳 76 (39:37)

+5 64T 金田 愛子 77 (39:38)
64T *青山 ゆずゆ 77 (42:35)
64T 輪湖 彩華 77 (39:38)
64T 櫻井 有希 77 (40:37)
64T *谷山 理子 77 (39:38)
64T 芦沢 衣里 77 (38:39)
64T 鵜飼 桃 77 (40:37)
64T 森田 就子 77 (38:39)
64T *岩永 杏奈 77 (39:38)
64T *小宮 千鶴 77 (38:39)
64T 渡邊 詩織 77 (38:39)

+6 75T *滝沢 里菜 78 (35:43)
75T *村上 陽菜 78 (41:37)
75T 加藤 沙弥 78 (40:38)

(36:42)
75T 廣瀬 加奈 78 (39:39)

(38:40)

75T 川合 玲那 78

75T 前田 衣里奈 78

(42:36)
75T *花岡 千陽 78 (41:37)

(38:40)
75T 中尾 優月 78
75T 樋口 あけみ 78

(40:39)
+7 85T *中尾 夢彩 79 (41:38)

(40:39)
85T 中谷 茉由 79
85T 田村 和 79

(39:40)
85T 奥村 もも 79 (42:37)

(39:40)
85T 藤田 かれん 79
85T 田村 祐里 79

(41:38)
85T 越川 晶子 79 (40:39)

(38:41)

85T 中地 萌 79

(39:40)
85T 天良 枝里子 79

+8 95T 木佐貫 めぐみ 80

(40:40)
95T 鳴川 愛里 80 (40:40)

(41:39)
95T 藤崎 咲良 80
95T 鈴木 海咲 80

(41:39)
95T *杉本 奈央 80 (40:40)
95T 坂下 莉翔子 80

95T
95T

+9 104T
104T

中森 正美 80 (39:41)
望月 綾乃 80

*長岡 真穂 81 (43:38)
*加藤 麗奈 81

104T 隅原 実優 81
104T 植手 桃子 81

104T 鎮西 まゆみ 81

(39:42)

+10 109T *川端 涼香 82

(41:40)

109T 大久保 有穂 82

(38:43)

(42:39)

109T *中西 悠加 82

(41:41)

109T 辻岡 愛理 82

(42:40)

109T 樽本 桜 82

(41:41)

109T 矢口 愛理 82

(43:39)

+11 115T 髙木 美佑 83

(39:43)

115T *小宮 千愛 83

(41:41)

115T 阿部 実里 83

(43:40)

115T *酒井 理琴 83

(40:43)

115T *中島 七海 83

(41:42)

115T *ユ ヘリン 83

(44:39)

115T 下川 恵都 83

(41:42)

115T 田中 佑季 83

(43:40)

115T 新田 紗弓 83

(39:44)

115T *田中 陽菜 83

(43:40)

+13 125 *山村 真央 85

(42:41)

+14 126 西岡 利佳子 86

(42:41)
(42:43)
(43:43)

天候 晴れ

成績
(2023/03/10)

アートレイクゴルフ倶楽部
6,594 Yards  Par 72    参加 126名

サンケイスポーツ 大阪レディスオープン

競技日 First

(41:39)
85T

31T 浅田 実那 75

(37:43)

(36:39)

選手名の(＊)印は、アマチュア資格保持者

石山 千晶 79

＜ WEATHER ＞


