
開催日：2022年7月7日(木)　参加者数：72名

開催場所：五浦庭園カントリークラブ　距離：6,014Y PAR 72 東北ゴルフ連盟

OUTスタート
組数 時間 氏　名 所　属 氏　名 所　属 氏　名 所　属

1 8:00 佐藤　　彩香 ◇　 五浦庭園 佐藤　　智子 ◆　 宮城野 下田シャンリ ◆　 宇津峰

2 8:08 佐藤　奈美子 ◆◇ さくらんぼ 吉田　　明子 ◆　 五浦庭園 遠藤　　浩美 ◆　 郡山

3 8:16 菊池　るみ子 ◆◇ 栗駒 廣瀬　　貴誉 ◆　 仙台空港 小川　　真弓 ◆　 五浦庭園

4 8:24 中村　　道江 ◆　 大玉 米倉　　育子 ◆　 ローズランド 遠藤　　容子 ◆　 宮城野

5 8:32 松田　　清美 ◆　 仙台空港 伊藤　みずほ ◇　 ローレルバレイ 金田　　重子 ◆　 能代

6 8:40 中田　　綾乃 ◇　 盛岡 窪田　　啓子 ◆◇ 松島国際 福田　　文子 ◆　 五浦庭園

7 8:48 今　　　淑江 ◇　 東奥 光本　　智子 ◆　 郡山 大槻　　弘恵 ◆　 杜の公園

8 8:56 横田　　光子 ◇　 松島国際 藤原　由美子 ◆　 八幡平 樋口　　圭子 ◆　 郡山

9 9:04 三浦　小百合 ◆　 一関 鈴木　　慶子 ◆　 大館 佐藤　　佳子 ◆　 大玉

10 9:12 目黒　さやか ◇　 杜の公園 青田　　照美 ◆　 パーシモン 安藤　　博子 ◆　 サラブレッド

11 9:20 斉藤　くみこ ◆　 夏泊 森澤　ひかり ◇　 南部富士 渡邊　　直美 ◆　 五浦庭園

12 9:28 佐藤　　朋美 ◇　 パーシモン 佐藤　　明美 ◆　 西仙台 塚原　　紀子 ◆　 五浦庭園

INスタート
組数 時間 氏　名 所　属 氏　名 所　属 氏　名 所　属

13 8:00 高田　偉差子 ◆◇ 五浦庭園 佐藤　由美子 ◆　 杜の公園 吉村　　麻里 ◆　 山形南

14 8:08 佐藤　　幸江 ◆　 一関 野田　　美幸 ◇　 パーシモン 加藤　　美幸 ◆　 杜の公園

15 8:16 古川　　邦江 ◆　 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 徳田　　真奈 ◇　 宮城県連個人会員 大内　たき子 ◆　 天童

16 8:24 下澤　　佳子 ◆◇ 青森ロイヤル 我妻　　幸子 ◆　 山形南 鈴木　　章歌 ◇　 五浦庭園

17 8:32 小岩　　みき ◆◇ 南岩手 瓜生　　竜子 ◆　 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 黒澤　小百合 ◆　 杜の都

18 8:40 佐藤　　七海 ◇　 安達太良 伊藤　　栄姫 ◇　 栗駒 二階堂　幸子 ◆　 西仙台

19 8:48 竹澤　みなみ ◇　 青森ロイヤル 佐藤　くるみ ◆　 サラブレッド 蟹沢　　明美 ◆　 花の杜

20 8:56 海保　　真美 ◆◇ 栗駒 高木　美知子 ◆　 サラブレッド 原　　眞由美 ◆　 杜の都

21 9:04 白濱　真奈美 ◆◇ みちのく国際 林　　きくみ ◆　 グレート仙台 澤田　富美枝 ◆　 サラブレッド

22 9:12 小林　　幸子 ◇　 郡山 伊藤　　志麻 ◇　 南部富士 奥田　　里美 ◆　 仙台

23 9:20 今渕　美穂子 ◆　 盛岡 黒川　　幸子 ◆　 山形南 福島　　千栄 ◇　 矢吹

24 9:28 武田　　妙子 ◆　 サラブレッド 鈴木　　久子 ◆　 山形南 中村　栄美子 ◇　 グレート仙台

注意事項
１．欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
２．プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
３．プレー中、携帯電話の使用は禁止する。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
　加盟倶楽部会員：所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
　加盟倶楽部会員以外：連盟事務局宛（会期間中は開催コース内大会本部）にFAXで送付すること。
　無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め１年間連盟主催競技への出場を停止する。
　FAX番号 連盟：022-268-9597／開催コース：0246-65-7937
 　◆女子シニア　◇女子ミッドアマ 競技委員長　白土　岳子

2022年度（第15回）東北女子シニアゴルフ選手権競技

2022年度（第4回）東北女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技

《組合せ及びスタート時刻表　第1ラウンド》


