
会場：

期日：

エントリー： 131名

出場： 125名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 加藤 仁美 日高 69 (33、36) 菓子田 智子 皐月･鹿沼 82 (39、43) 上條 春海 中央道晴ヶ峰 87 (41、46) 失格 川畑 いつ子 エンゼル

2 松本 京子 鳩山 75 (36、39) - 以 上、 予 選 通 過 － 83 石渡 陽子 都 88 (49、39) 棄権 鈴木 聡子 阿見

3 山口 加津子 相模原 76 (38、38) 伊東 法子 皐月･佐野 82 (38、44) 井上 久美子 武蔵松山 88 (46、42) 棄権 亀山 博子 飯能グリーン

原口 莉絵子 彩の森 76 (38、38) 44 伊藤 ひろみ 小田原･日動御殿場 83 (46、37) 澤上 敬子 裾野 88 (45、43) 欠場 松元 美幸 エンゼル

5 横山 初枝 岡部チサン 77 (41、36) 菊池 文子 岡部チサン 83 (43、40) 蒲谷 みちよ 富里 88 (45、43) 欠場 森 美佳子 富士

大畠 恵子 中津川 77 (38、39) 藤田 陽子 相模野 83 (42、41) 中田 由美子 平塚富士見 88 (45、43) 欠場 飛鳥井 友理子 清川

柴本 尚美 日高 77 (35、42) 杉山 基子 本厚木 83 (41、42) 務台 友子 木更津 88 (45、43) 欠場 岩本 朋美 千葉夷隅

8 五十嵐 洋子 藤岡 78 (43、35) 横山 由香 富里 83 (41、42) 黒野 美奈 キングフィールズ 88 (43、45) 欠場 榊原 まり子 清川

井上 春美 三島 78 (41、37) 平川 春美 相模野 83 (39、44) 木本 京子 姉ヶ崎 88 (43、45) 欠場 石川 一江 東京五日市

樋口 節子 東千葉 78 (41、37) 50 木村 佑子 柏崎 84 (44、40) 松本 美智子 東京カントリー 88 (43、45)

勝目 禎子 富士OGM・市原 78 (40、38) 川谷 美子 ギャツビイ 84 (43、41) 武内 真由美 日高 88 (43、45)

鏑木 友子 成田東 78 (40、38) 松本 啓子 武蔵 84 (42、42) 渡辺 眞理子 越生 88 (42、46)

菱沼 みどり 嵐山 78 (39、39) 平林 春芳 富士御殿場 84 (41、43) 94 近藤 征江 嵐山 89 (47、42)

入野 己弥代 富士宮 78 (39、39) 酒井 清江 彩の森 84 (41、43) 小笠原 恵美子 彩の森 89 (46、43)

15 池田 成美 東千葉 79 (41、38) 古川 美知子 東千葉 84 (41、43) 内藤 洋子 日高 89 (45、44)

武田 悦子 嵐山 79 (41、38) 勝又 紀子 横浜 84 (40、44) 杉崎 加代子 都 89 (45、44)

石井 京子 霞ヶ関 79 (40、39) 田中 惠美子 嵐山 84 (40、44) 三浦 美礼 GMG八王子 89 (44、45)

小澤 千恵子 白水 79 (39、40) 松沢 江美 栃木ヶ丘 84 (39、45) 蒲田 恭子 グレンオークス 89 (44、45)

黒木 蘭 東京湾 79 (39、40) 59 川勝 美紀 小田原･松田 85 (44、41) 岩井 恭子 赤城国際 89 (42、47)

20 北村 由希子 江戸崎 80 (42、38) 川上 環 ユニオンエース 85 (43、42) 101 稲葉 美年子 箱根 90 (47、43)

鎌田 清美 富士宮 80 (42、38) 長岩 洋子 清川 85 (43、42) 平木 温子 日高 90 (46、44)

高橋 浩子 藤岡 80 (42、38) 原木 一二三 大厚木 85 (41、44) 馬渕 恵美子 セントラル 90 (45、45)

永井 清子 小幡郷 80 (41、39) 入江 佳子 横浜 85 (40、45) 平野 範子 浜松シーサイド 90 (43、47)

山上 和子 富士御殿場 80 (38、42) 玉田 美恵子 高山 85 (40、45) 105 松下 寿々子 秦野 91 (47、44)

小池 晶代 白水 80 (37、43) 山中 通子 ブリック＆ウッド 85 (39、46) 飯泉 あさ江 富士御殿場 91 (46、45)

26 東 真美 大厚木 81 (42、39) 66 櫻井 幸 太平洋・御殿場 86 (45、41) 樋口 美代子 阿見 91 (46、45)

進藤 富美 伊豆にらやま 81 (41、40) 大越 景子 青梅 86 (44、42) 石田 京子 東京湾 91 (44、47)

染野 さち子 岡部チサン 81 (39、42) 原 美恵子 オリムピック 86 (44、42) 109 坪田 しのぶ 東千葉 93 (48、45)

小菅 佐智子 秦野 81 (39、42) 片倉 千穂子 相模野 86 (44、42) 安田 絵美子 東松苑 93 (48、45)

30 田辺 美恵子 藤岡 82 (44、38) 杉本 千恵子 東京カントリー 86 (44、42) 中村 成代 都 93 (46、47)

松本 早苗 クリアビュー 82 (43、39) 坂本 なおみ 総武 86 (43、43) 服部 みつ サザンクロス 93 (46、47)

海老原 文郁恵 秦野 82 (43、39) 白石 美津子 東京国際 86 (43、43) 鈴木 薫 マグレガー 93 (44、49)

真田 佳代子 オリムピック 82 (42、40) 林 ツヤ子 富士箱根 86 (42、44) 114 小林 美穂 大厚木 94 (47、47)

落合 麻紀 津久井湖 82 (42、40) 砂田 香利 グリーンバレイ 86 (41、45) 田所 早知 越生 94 (47、47)

山本 節子 大秦野 82 (42、40) 75 長谷部 操 東千葉 87 (46、41) 116 大場 左和子 平塚富士見 95 (48、47)

安彦 真佐子 東京五日市 82 (42、40) 菅谷 直子 千葉夷隅 87 (46、41) 武田 与理子 大厚木 95 (47、48)

島路 五百子 横浜 82 (41、41) 片野 ゆう子 伊豆にらやま 87 (44、43) 118 大澤 伸江 富士箱根 98 (50、48)

宮澤 美津子 キャスコ花葉 82 (41、41) 安達 真弓 皐月･佐野 87 (43、44) 小川 美奈子 成田東 98 (49、49)

本郷 すみ江 藤岡 82 (40、42) 黒澤 街子 清川 87 (43、44) 志田 千恵子 鳩山 98 (49、49)

奥橋 一子 チェックメイト 82 (40、42) 新井 美奈子 岡部チサン 87 (42、45) 121 海老澤 牧 越生 99 (50、49)

窪田 和子 中津川 82 (40、42) 上田 文子 秦野 87 (41、46) 122 大窪 由紀子 東千葉 101 (51、50)

7月5日(火)

平成28年度関東女子シニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

長竹カントリークラブ ( 5306Yards   Par 72 )


