
関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権第1、第2、第3ブロック予選競技
組み合わせ及びスタート時間表

参加者数174名(第1ブロック58名、第2ブロック72名、第3ブロック44名)
於:レイクウッド総成カントリークラブ

第1ブロック：東→南コース 第2ブロック：南→西コース 第3ブロック：西→東コース
組 時間 氏　　名 所属 組 時間 氏　　名 所属 組 時間 氏　　名 所属

カヤット朱美 中田 袖ヶ浦 伊藤 るみ 習志野 荻野 華恵 成田GC

船越 菜美 成田東 生田 宏香 霞ヶ関 遠藤 民子 石坂

高橋 美絵 市原京急 津島 さやか 麻生 齋木 日奈子 宍戸ヒルズ

今関 よしみ ロイヤルスター 芹田 吉美 扶桑

耕田 千秋 桜 土屋 佐栄子 長太郎 遠藤 瑞枝 富里

鈴木 美穂 白鳳 奥山 ゆかり ゴルフ5・サニーフィールド 出雲 映子 おおむらさき

飯嶋 裕子 セゴビア 滝口 紀子 平塚富士見 水上 由美子 鶴舞

堤 幸子 八幡 門田 和枝 新千葉 濱松 由佳 JGMやさと石岡

夏山 ルイ セゴビア 田中 尚子 太平洋・御殿場 才津 智美 ニッソー

知識 文恵 袖ヶ浦 千葉 祥子 東千葉 根津 邦子 石岡

白 貞伊 カレドニアン 兎澤 由美子 一の宮 海野 綾子 猿島

安岡 美香 東千葉 金山 眞理子 房総 小方 弘子 カレドニアン

内山 汐里 東千葉 久保田 文子 鳳凰 仁科 理恵 都

陣内 久美子 秩父国際 小島 範子 マナ 鏑木 友子 成田東

斉藤 久美 京 君塚 桂子 八幡 岡田 美智子 つくばね

村野 友紀 嵐山 鈴木 佐知子 京 伴 美奈 栃木ヶ丘

山口 久美 東京湾 澤邊 真由美 富士笠間 本宮 あゆみ ニッソー

山野 直美 新千葉 長尾 説子 成田GC 金 美惠 セントラル

笹生 重子 浜野 川中 明子 霞ヶ関 田中 真弓 成田東

東 真美 大厚木 川口 智美 平川 菊地 純子 習志野

大原 真理子 姉ヶ崎 福家 淳子 ザ・竜ヶ崎 窪田 和子 中津川

佐野 裕子 大厚木 松尾 智恵 平川 田原 彰乃 木更津

内藤 真里 ロイヤルスター 一宮 礼子 扶桑 谷口 郁子 レイクウッド総成

八巻 奈津美 富里 金子 純 水戸 柳井 ひろみ ゴルフ5・サニーフィールド

古川 侑杏 土浦 望月 優花 富士宮 池本 直美 長太郎

田中 尚子 カレドニアン 島田 圭子 メイフラワー 明瀬 真梨 富士チサン

鈴木 美穂 富里 関根 麻衣子 成田東 熊田 真紀子 セントラル

横山 淳子 新千葉 岸上 典子 猿島 柴山 桂子 扶桑

肥田野 直美 東京湾 菅谷 神奈 成田ハイツリー 花沢 直美 新千葉

杉本 和子 大厚木 宮下 良美 京 宮川 久美子 東千葉

大島 真紀 万木城 湯浅 智美 成田GC 塚原 いずみ 桜

佐藤 みゆき 姉ヶ崎 岩永 純子 レイクウッド大多喜 富田 奈都 セントラル

井上 春美 三島 仁保 美和子 京 山内 朱美 おおむらさき

新保 美樹 新千葉 長野 美代子 新千葉 柳田 美紀 総武

福島 浩美 石岡 大津 律子 中津川 安藤 公美 皆川城

坂井 春美 立川国際 進藤 美恵子 鷹之台 秋谷 美樹 習志野

菊谷 希和子 東千葉 太田 依布子 秋山 坂本 なおみ 総武

中島 友美 袖ヶ浦 芦澤 麻衣 藤ヶ谷 鈴木 知美 新千葉

三枝 こころ 太平洋・御殿場 谷口 由美 ザ・レイクス 宇髙 有紀 おおむらさき

前山 久美子 富士小山 橘 佳織 セントラル 森 美華 船橋

青木 理恵 東名 高井 和美 岩瀬桜川 見津 佳子 JGMやさと石岡

渡邊 初節 富士レイクサイド 水島 一枝 平川 松山 菜穂子 習志野

久米 万希子 秦野 中村 和子 我孫子 井上 直子 袖ヶ浦

石川 由美 本千葉 呉 鍾淑 太田双葉

勝 美枝子 館山 谷口 千栄子 平塚富士見

横山 友香 オーク・ヒルズ 佐藤 彩香 茨城パシフィック

寺内 梓 皐月･佐野 岩田 明子 宍戸ヒルズ

佐久間 みち 習志野 松本 洋子 東京五日市

安東 二子 新千葉 朱 娟佑 鶴舞

木島 千晶 カレドニアン 遠藤 芳江 ワンウェイ

伊藤 理恵 東名厚木 塩谷 仁美 中津川

荒木 幸恵 大厚木 藤原 聡子 総武

吉田 茜 姉ヶ崎 鈴木 順子 霞ヶ関

畑中 朝子 東京湾 渡邊 啓子 クリアビュー

石川 歩美 大厚木 石井 周子 成田GC

馬場 由美 習志野 吉田 薫 鶴舞

平田 悦子 カレドニアン 今井 信子 箱根

堀江 久美 東京湾 徳島 恭子 姉ヶ崎

森田 えりか 太平洋・御殿場 湯浅 千晶 習志野

田澤 美保 京 伏見 まり ギャツビイ

平川 朱美 平川

鈴木 麻里子 宍戸ヒルズ

小俣 静江 東京五日市

半田 肖子 中山

近藤 京子 ギャツビイ

塩島 千有希 東千葉

濱田 隆子 鶴舞

森本 智恵美 沼津

飯塚 博子 レイクウッド総成

藤木 由紀 鎌ヶ谷

松田 裕子 ザ・竜ヶ崎

澤井 綾子 東千葉

競技委員長　原田町子
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