
平成28年度関東女子シニアゴルフ選手権決勝競技
組み合わせ及びスタート時間表
(第2ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 参加者数　139名

於：我孫子ゴルフ倶楽部(5949yards Par72)
1番よりスタート 10番よりスタート

野尻 ゆかり セゴビア 85 横山 初枝 岡部チサン 81 西村 治美 東名厚木 85 中村 聖子 GMG八王子 89

田辺 美恵子 藤岡 85 原口 莉絵子 彩の森 81 海老原 文郁恵 秦野 85 浜田 里美 姉ヶ崎 89

石井 京子 霞ヶ関 85 榎本 紀代美 皆川城 81 小岩 由加里 クリアビュー 85 小田倉 富士子 芳賀 89

水澤 真澄 大利根 85 松本 京子 鳩山 81 髙橋 道代 宍戸ヒルズ 85 奥橋 一子 チェックメイト 89

高田 貴子 太平洋・佐野ヒルクレスト 84 小川 美恵子 成田東 81 鈴木 輝子 霞ヶ関 85 伊藤 容子 東名厚木 89

小池 晶代 白水 84 橋本 智代 ノーザン錦ヶ原 81 鎌田 清美 富士宮 85 島崎 典枝 富里 90

矢嶋 智都子 霞ヶ関 85 石塚 靖子 我孫子 81 永瀬 美代子 武蔵 86 山本 節子 大秦野 90

森山 明子 石坂 85 長瀬 万寿 東京 81 松尾 智恵 平川 86 染野 さち子 岡部チサン 90

会澤 美保子 総武 84 畑中 朝子 東京湾 80 古川 康子 千葉 86 猪野 智子 浦和 90

落合 麻紀 津久井湖 84 平野 いずみ 南摩城 80 小菅 佐智子 秦野 86 谷口 雅子 中山 90

豊崎 幸子 かすみがうらOGM 84 山口 加津子 相模原 80 飯田 貞子 真名 86 森島 眞知子 飯能 90

鳥居 明子 ギャツビイ 84 真田 佳代子 オリムピック 81 神領 恵 猿島 86 勝目 禎子 富士OGM・市原 90

吉田 みどり 石坂 84 横山 亜弥子 浦和 80 大畠 恵子 中津川 86 下条 房子 石坂 91

北村 由希子 江戸崎 84 林 恵子 総武 80 菊地 純子 習志野 86 岩橋 みどり 大利根 91

佐々木 澄子 東千葉 84 末石 泰子 千葉夷隅 80 西 明美 富里 87 本郷 すみ江 藤岡 91

古市 福栄 クリアビュー 84 増田 京子 筑波 80 原田 町子 習志野 87 進藤 富美 伊豆にらやま 91

徳山 由季 総武 83 小溝 久美子 習志野 78 森本 やす子 メイプルポイント 87 深山 文美代 袖ヶ浦 91

山口 久美 東京湾 83 五十嵐 洋子 藤岡 78 武田 悦子 嵐山 87 金山 眞理子 一の宮 91

川田 泉 鎌ヶ谷 84 鏑木 友子 成田東 79 石川 洋子 ゴルフ5・サニーフィールド 87 安藤 智美 メイプルポイント 91

小坂 順子 千葉 84 小澤 千恵子 白水 79 生田 宏香 霞ヶ関 87 鈴木 良子 館山 91

今井 信子 箱根 83 平田 悦子 カレドニアン 77 鈴木 悠子 大利根 88 椿 素子 大洗 91

井上 春美 三島 83 伊藤 マリ子 富士御殿場 77 立石 高子 東名厚木 88 丸山 隆子 東京よみうり 91

牧野 智子 富里 83 関根 奈穂美 セントラル 77 加藤 仁美 日高 88 松本 早苗 クリアビュー 92

樋口 節子 東千葉 83 田中 真弓 成田東 78 大村 恵子 東京国際 88 木村 明美 東京国際 92

伊藤 結花 千葉 83 加藤 理刈 平塚富士見 75 伊藤 陽子 鹿沼 88 延命 好子 美浦 92

野村 明代 我孫子 83 鯉沼 良美 東松苑 76 中西 徳子 府中 88 藤田 裕子 新千葉 93

吉田 敦美 ツインレイクス 83 後藤 弥生 京 77 東 真美 大厚木 88 森 澄子 富士御殿場 93

入野 己弥代 富士宮 83 上村 ひろみ 東筑波 77 山上 和子 富士御殿場 88 橋本 泰子 ザ・レイクス 94

池田 成美 東千葉 82 角田 里子 鹿沼 70 進藤 美恵子 鷹之台 88 田口 貴美子 相模原 94

柴本 尚美 日高 82 カヤット朱美 中田 袖ヶ浦 73 安彦 真佐子 東京五日市 88 佐久間 祐子 習志野 94

出雲 映子 ノーザン錦ヶ原 82 君塚 桂子 鴨川 73 荒木 慶子 藤ヶ谷 89 宮澤 美津子 キャスコ花葉 94

菱沼 みどり 嵐山 83 南雲 真理 箱根 75 池本 直美 長太郎 89 岩楯 千恵子 姉ヶ崎 95

武藤 京子 相模原 82 山内 啓子 東京国際 89 島路 五百子 横浜 95

黒木 蘭 東京湾 82 金田 康子 セゴビア 89 田中 由美 茨城ロイヤル 95

窪田 和子 中津川 82 藤森 いずみ 筑波 89 浅井 敦子 新千葉 96

永井 清子 小幡郷 82 高橋 浩子 藤岡 89

※組み合わせは、欠場者が出た場合変更することがある。 競技委員長　　内藤　正幸
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