
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１８年度（第　３　回）例会　組合せスタート表 開催日 2018年7月24日（火）

開催場所 ツキサップGC

OUT

時 間 氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属

1 7:45 小山文恵 札幌スコットヒルＧＣ 阿部紀子 ハッピーバレーGC札幌 髙田洋枝 ツキサップＧＣ 山下智子 クラークＣＣ

2 7:53 田岡恵里加 シャトレーゼＣＣ石狩 滝田英子 札幌ベイＧＣ 河村千代 札幌ＧＣ 上本聖子 真駒内ＣＣ

3 8:01 土本ケイ子 ハッピーバレーGC札幌 斎藤圭子 札幌ＧＣ 大野美樹 大沼レイクGC 野町窈子 スウェーデンヒルズＧＣ

4 8:09 森田順子 札幌南ＧＣ 中野英子 羊ヶ丘ＣＣ 渡会涼子 札幌エルムＣＣ 明日見浩子 シャムロックＣＣ

5 8:17 広瀬聡子 札幌リ－ジェントＧＣ 高橋三千子 羊ヶ丘ＣＣ 古室いづみ ハッピーバレーGC札幌 小林久子 HGA個人会員

6 8:25 須貝政子 小樽ＣＣ 稲村比呂実 札幌ＧＣ 江口芙美子 真駒内ＣＣ 川畑洋子 ノーザンアークＧＣ

7 8:33 坪田佳子 札幌スコットヒルＧＣ 末廣和子 真駒内ＣＣ 天谷隆子 旭川たかすＧＣ 芳村典子 北海道CC大沼コース

8 8:41 梶川美佐子 札幌南ＧＣ 谷澤泰子 エミナＧＣ 赤渕由起子 恵庭ＣＣ 窪田祀子 真駒内ＣＣ

9 8:49 中田美賀 札樽ＧＣ 毛利由紀代 HGA個人会員 今井典子 札幌ＧＣ 浅間令子 恵庭ＣＣ

10 8:57 佐野八千代 シャムロックＣＣ 遠藤淳子 札幌ベイＧＣ 石塚京子 函館KGCC 前田富子 シャムロックＣＣ

11 9:05 宮下節子 ツキサップＧＣ 中山昭子 真駒内ＣＣ 時田啓子 シャトレーゼＣＣ石狩

IN

時 間 氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属

1 7:45 清水雅子 ツキサップＧＣ 森下佳代子 札幌南ＧＣ 斉藤昌子 真駒内ＣＣ 前野紀子 クラークＣＣ

2 7:53 畑瀬仁女 札幌リ－ジェントＧＣ 山内五月 クラークＣＣ 藤原美和子 札幌エルムＣＣ 中村尚美 札幌スコットヒルＧＣ

3 8:01 谷崎雅代 札幌ＧＣ 杉山京子 帯広国際ＣＣ 南  幸子 クラークＣＣ 岡田栄子 札幌リ－ジェントＧＣ

4 8:09 文田マリエ 札幌南ＧＣ 澤田石美幸 エミナＧＣ 大橋八千代 ハッピーバレーGC札幌 高木恵理子 恵庭ＣＣ

5 8:17 菊地ルミ 函館KGCC 松田真由美 札幌北広島ＧＣ 望月美智子 小樽ＣＣ 北村淳子 羊ヶ丘ＣＣ

6 8:25 柳瀬美保子 札幌南ＧＣ 池田早苗 真駒内ＣＣ 島田つるみ 鹿部CC 宮本恭子 大沼レイクGC

7 8:33 木村ひとみ 大沼レイクGC 青山しおり 帯広国際ＣＣ 杉垣生代 札幌南ＧＣ 寺崎りえ子 HGA個人会員

8 8:41 橋田糸子 HGA個人会員 北條留利子 札幌ベイＧＣ 清水生知子 HGA個人会員

9 8:49 小林恵美 札幌エルムＣＣ 奥村美登利 札幌スコットヒルＧＣ 名畑一代 札幌南ＧＣ 森谷由美子 シャトレーゼＣＣ石狩

10 8:57 岩渕政子 真駒内ＣＣ 三浦暁子 シャトレーゼＣＣ石狩 津澤喜代子 札幌ＧＣ 吉井恵子 札幌南ＧＣ

11 9:05 谷垣裕美子 HGA個人会員 菅野明美 千歳CC 関　聖子 札幌エルムＣＣ 原　沙江 羊ヶ丘ＣＣ

（赤字の方はアテスト担当です。）

[ラウンドについて]　　　　　

★　施設利用時間 食　堂 ６時30分より

練習場 ６時3０分より　　　　　　　　　　　　　１コイン　330円　30球　　20席

★　使用ティ フロントティ　（黄色のマーク）

★　プレーフィ　　 当日、練習ラウンド　　　　　　　           研修会特別料金　

　　　　　　　　　　　　　予約の際は必ずコースに「女子ゴルフ協会練習ラウンド」とお申し出下さい

　 [競技参加にあたって]

　　 ☆　受付はスタートの1時間前より開始いたします。

　　 ☆　スコアカードはまとめてＡの方にお渡しいたします。
　　　　　　　　　　　　　 スタート表順に、A・B・C・Ｄとして、スタート前にマーカーを指定の上カードを配布してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 AのマーカーはB、BのマーカーはC、CのマーカーはＤ、ＤのマーカーはＡ　とする。

　　 ☆　欠席者があった場合、組合せ及びスタート時刻を変更することがありますのでご了承下さい。
　  ☆　組合せ表がホームページに掲載後のキャンセルはキャンセル料１，０００円となります。

☆　ティーグランド以外禁煙とします。

★注意‼★距離測定器の使用はできません。

　　 ☆　競技終了後の表彰式、ミーティングにはルールブックを持参して出席してください。
　　 ☆　欠席・問い合わせ・その他の連絡は下記へお願いします。

森下佳代子 TEL&FAX 　　011-621-4322
　　　緊急連絡先 　　090-1523-7185

　

ツキサップGC TEL 　　011-881-6701

FAX 　　011-881-8299
 競技委員長　　　　森下　佳代子

北海道女子ゴルフ協会シニア研修会

　目　　標　　　　前を空けずに適切なペースでプレー　

　5,822　ヤード　　　　パー72


