
会場：

期日：

エントリー： 60名

出場： 54名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 長野 美代子 新千葉 75 (36、39) 福島 浩美 成田東 92 (44、48)

2 鈴木 智子 東京湾 78 (38、40) 渡邊 啓子 クリアビュー 92 (44、48)

3 門田 和枝 新千葉 79 (41、38) 43 横山 由香 富里 93 (46、47)

4 伊藤 るみ 習志野 80 (42、38) 44 岡野 優子 レイクウッド総成 94 (45、49)

徳島 恭子 姉ヶ崎 80 (41、39) 湯浅 舞姫 東千葉 94 (44、50)

岩井 絵里 東千葉 80 (40、40) 46 湯浅 智美 成田GC 95 (50、45)

7 芦澤 麻衣 藤ヶ谷 82 (40、42) 飯塚 博子 レイクウッド総成 95 (46、49)

金井 佳代 青梅 82 (40、42) 山口 真美子 鎌ヶ谷 95 (44、51)

9 松尾 智恵 平川 83 (39、44) 49 金子 純 水戸 98 (46、52)

関根 麻衣子 成田東 83 (39、44) 50 山田 行奈 成田東 101 (47、54)

11 高井 和美 岩瀬桜川 84 (44、40) 51 村野 昌子 ブリック＆ウッド 102 (51、51)

久保田 文子 クリスタル 84 (43、41) 52 森本 智恵美 沼津 103 (48、55)

長尾 説子 成田GC 84 (41、43) 53 一宮 礼子 扶桑 104 (52、52)

佐藤 彩香 茨城パシフィック 84 (40、44) 54 山内 尚美 藤ヶ谷 107 (54、53)

15 澤邊 真由美 桜 85 (43、42) 欠場 新井 麻衣子 成田東

新保 美樹 新千葉 85 (42、43) 欠場 今井 信子 箱根

佐藤 恵子 新千葉 85 (41、44) 欠場 鏑木 友子 成田東

松田 淑子 箱根 85 (41、44) 欠場 笹貫 白根 横浜

佐久間 みち 習志野 85 (40、45) 欠場 白倉 加奈子 習志野

木島 千晶 カレドニアン 85 (38、47) 欠場 松本 洋子 東京五日市

21 平田 悦子 カレドニアン 86 (44、42)

岡田 美智子 つくばね 86 (41、45)

23 土屋 佐栄子 長太郎 87 (45、42)

千葉 祥子 東千葉 87 (42、45)

藤木 由紀 鎌ヶ谷 87 (42、45)

- 以 上、 予 選 通 過 －

荒木 幸恵 大厚木 87 (41、46)

27 岩田 明子 宍戸ヒルズ 88 (45、43)

中村 和子 我孫子 88 (45、43)

佐久間 祐子 習志野 88 (44、44)

田中 尚子 太平洋・御殿場 88 (42、46)

31 星野 響子 クリスタル 89 (46、43)

山野 直美 新千葉 89 (45、44)

堤 幸子 八幡 89 (44、45)

川勝 美紀 小田原･松田 89 (44、45)

今関 よしみ ロイヤルスター 89 (44、45)

36 湯浅 千晶 習志野 90 (42、48)

37 横山 淳子 新千葉 91 (47、44)

38 石井 みさ子 成田GC 92 (46、46)

清水 聡子 つくばね 92 (46、46)

原木 一二三 大厚木 92 (45、47)

8月29日(月)

平成28年度関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

レイクウッド総成カントリークラブ　南・西コース( 6134Yards   Par 72 )


