
アウト　１番ホールスタート

組 スタート 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 9:00 山内 つむぎ 執行 亜美 明瀬 真梨 中村 里美

2 9:07 野田 千代美 案浦 美由紀 松本 美佐江 原田 園美

3 9:14 前山 温子 三浦 早苗 小川 尚子 川野 佐智子

4 9:21 名古屋 ユリカ 永江 貴代 三苫 美保 淀川 江里子

5 9:28 酒井 純子 平　 栄子 古野 佳代子 中谷 節子

6 9:35 吉村 紀代美 田口 亜希子 福井 和子 太田 万記

7 9:42 岩永 尚子 高橋 圭子 彦面 莉奈 伊森 　愛

8 9:49 吉田 和未 朴　 美淑 山岡 ﾐﾝｷﾞｮﾝ 西内 伸子

9 9:56 松尾 香代子 矢次 まさみ 松雪 礼子 伊藤 　希

10 10:03 出口 恵美子 阿部 育子 浦田 尚江 髙野 恵理

※９番ホール終了後、昼食休憩が入ります。

アウト　６番ホールスタート

組 スタート 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 9:00 工藤 明美 麻生 絵夢 篠崎 加奈子 佐々木 夕貴

2 9:07 近藤 ますみ 早麻 理恵 宮原 稚恵 佐藤 あや

3 9:14 岩下 千穂子 三岳 光子 藤崎 佳子 大塚 美千代

4 9:21 添田 麻由美 青木 久美子 副島 多喜子 甲斐田　 望

5 9:28 門司 幸子 瀧下 真弓 東野 美揮子 深尾 洋子

6 9:35 田中 まゆみ 布田 純子 山口 喜代美 大田 ひとみ

7 9:42 花田 美由樹 木原 美子 土器 禎子 村中 美紀

8 9:49 小西 智里 石川 文子 高市 千絵 白水 志織

9 9:56 宮本 三子 白石 洋子 今泉 裕子 渡辺 笛子

１～３組の方は、８時４５分に６番ホールに移動します。

４～６組の方は、９時０５分に６番ホールに移動します。

７～９組の方は、９時２０分に６番ホールに移動します。

※９番ホール終了後、昼食休憩が入ります。

開催日　平成３０年１１月 ８日（木）

セブンミリオンカントリークラブ

第３回　福岡県民レディースゴルフ大会　スタート組合せ表



イン　１０番ホールスタート

組 スタート 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 9:00 成富 優子 藤本 明美 岩﨑 由紀子 平　　 緑

2 9:07 髙峰 晴美 平岡 美智子 篠浦 幸子 村上 恵子

3 9:14 橋本 明子 横内 孝子 井口 拓子 馬郡 順子

4 9:21 菊地 恭栄 脇園 幸風 上塩 真澄子 田中 寿美恵

5 9:28 中富 貴久子 瓜生 睦美 山下 順子 小林 麻実

6 9:35 牧野 陽子 黒石 沙也佳 木村 紀子 隈　 朗子

7 9:42 中村 紀子 矢ヶ部 智佐子 冨安 誠子 清田 善子

8 9:49 竹中 美由起 船越 三枝子 松岡 史恵 堀  砂世理

9 9:56 鳩宿 七映 矢野 都紀子 稲冨 寿美江 吉村 祐貴子

　　　　　　　　　　　※１８番ホール終了後、昼食休憩が入ります。※１８番ホール終了後、昼食休憩が入ります。

イン　１５番ホールスタート

組 スタート 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 9:00 安河内 朝江 岩橋 昭子 豊田 ヒロ子 五郎丸 洋子

2 9:07 河野 昌子 小野原 淑子 長畑 博代 原野 妙子

3 9:14 仁禮 久恵 出口 理栄 岩井田 佳代 山村 志真

4 9:21 松尾 和子 牛島 ハイディ 長野 珠美 宮崎 美奈子

5 9:28 田中 朝子 中村 留美子 小原 操代 西田 清香

6 9:35 田代 幸子 足立 有子 藤　 貴子 蒲池 美貴子

7 9:42 北村 佳代 篠原 靖代 柿添 ゆかり 馬場　 芽

8 9:49 平田 雪恵 箕田 有里子 吉田 成美 山本 愛美

9 9:56 小田 美和子 中上 千代子 上村 ヒロミ 梅﨑 八代子

１～３組の方は、８時４５分に１５番ホールに移動します。

４～６組の方は、９時０５分に１５番ホールに移動します。

７～９組の方は、９時２０分に１５番ホールに移動します。

※１８番ホール終了後、昼食休憩が入ります。

開催日　平成３０年１１月 ８日（木）

セブンミリオンカントリークラブ

第３回　福岡県民レディースゴルフ大会　スタート組合せ表


