
会場：

期日：

エントリー： 140名

出場： 133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 仲丸 きよ枝 越後 74 (39、35) 小川 裕子 武蔵 82 (42、40) 小島 美智子 飯能グリーン 86 (45、41) 立壁 民子 十日町 93 (45、48)

尾崎 博子 太平洋・佐野ヒルクレスト 74 (37、37) 染野 さち子 岡部チサン 82 (42、40) 上野 恵利子 江戸崎 86 (45、41) 近藤 征江 嵐山 93 (45、48)

3 小森 幸恵 ニュー・セントアンドリュース 75 (40、35) 松本 早苗 クリアビュー 82 (41、41) 原 美恵子 オリムピック 86 (44、42) 125 福井 春子 柏崎 94 (48、46)

高橋 浩子 伊香保 75 (39、36) 亀山 博子 高麗川 82 (41、41) 山形 南 高坂 86 (43、43) 126 井上 久美子 武蔵松山 95 (49、46)

田村 幸子 紫雲 75 (39、36) 田辺 美恵子 藤岡 82 (41、41) 井上 則子 十日町 86 (43、43) 高野 律子 ヨネックス 95 (48、47)

角田 里子 鹿沼 75 (39、36) 武笠 浩子 グリーンパーク 82 (41、41) 大塚 幹子 おおむらさき 86 (43、43) 128 塚本 亜美子 葉山国際 97 (51、46)

横川 亜希子 扶桑 75 (38、37) 折茂 由美子 鹿沼 82 (40、42) 藤森 いずみ 筑波 86 (42、44) 内藤 郁子 ブリック＆ウッド 97 (50、47)

8 小玉 陽子 ノーザン錦ヶ原 76 (39、37) 清田 マキコ 鳳凰 82 (39、43) 89 前畑 美樹子 柏崎 87 (48、39) 130 河野 崇子 猿島 98 (55、43)

水澤 真澄 大利根 76 (39、37) 49 中 麻里 東松苑 83 (44、39) 大谷 伊利子 鹿沼 87 (45、42) 里見 澄子 佐野 98 (48、50)

大内田 一美 岡部チサン 76 (38、38) 前山 久美子 富士小山 83 (43、40) 下田 孝子 ノーザン錦ヶ原 87 (45、42) 柏原 三枝子 河口湖 98 (47、51)

11 原口 麻子 皐月･佐野 77 (41、36) 小澤 千恵子 白水 83 (43、40) 菊池 文子 岡部チサン 87 (45、42) 百地 弘美 オリムピックナショナル 98 (45、53)

尾畑 満紀子 三島 77 (39、38) 鈴木 悠子 大利根 83 (43、40) 檜垣 美子 ブリック＆ウッド 87 (44、43) 欠場 安田 絵美子 東松苑

森山 明子 石坂 77 (39、38) 本郷 すみ江 藤岡 83 (42、41) 長尾 説子 成田GC 87 (44、43) 欠場 田中 惠美子 嵐山

加藤 仁美 日高 77 (39、38) 横尾 公子 大利根 83 (42、41) 福田 和子 皐月･佐野 87 (43、44) 欠場 服部 香 成田GC

梶谷 春美 飯能グリーン 77 (37、40) 宮嶋 淑子 ゴールデンレイクス 83 (41、42) 秋山 美津惠 武蔵 87 (43、44) 欠場 石田 常子 筑波

楢松 千香子 石坂 77 (37、40) 武田 悦子 嵐山 83 (41、42) 坂本 ゆみ 高坂 87 (43、44) 欠場 松沢 浩子 太田双葉

17 照井 久美 石坂 78 (40、38) 鈴木 昌美 川越 83 (40、43) 石井 益子 塩原 87 (43、44) 欠場 佐藤 美奈 嵐山

18 小林 郷子 柏崎 79 (43、36) 58 八木 珠恵 鷹 84 (45、39) 99 遠藤 民子 石坂 88 (43、45) 欠場 石合 貴子 高根

坂本 多真美 さいたま梨花 79 (42、37) 猪野 智子 浦和 84 (45、39) 山崎 睦子 皐月･佐野 88 (41、47)

石川 洋子 ゴルフ5・サニーフィールド 79 (41、38) 古野 千恵子 皆川城 84 (44、40) 101 小野寺 容子 石岡 89 (47、42)

栗原 美由紀 熊谷 79 (39、40) 青木 英子 千葉 84 (44、40) 平木 崇子 彩の森 89 (47、42)

落合 敦子 玉造 79 (39、40) 五十嵐 洋子 藤岡 84 (44、40) 木村 佑子 柏崎 89 (46、43)

林 夏美 鳳凰 79 (39、40) 酒井 清江 彩の森 84 (43、41) 松山 朱実 セントラル 89 (46、43)

小澤 睦美 グリーンパーク 79 (39、40) 松本 啓子 武蔵 84 (43、41) 山本 直子 皆川城 89 (46、43)

横山 初枝 岡部チサン 79 (37、42) 和田 美紀 鳩山 84 (43、41) 小島 房江 鶴舞 89 (45、44)

26 中山 慶子 紫雲 80 (41、39) 大池 ひとみ オリムピックナショナル 84 (42、42) 内山 朝子 総武 89 (45、44)

高橋 依巳 GMG八王子 80 (40、40) 神領 恵 猿島 84 (42、42) 関谷 敏子 十日町 89 (44、45)

秋元 喜美代 石坂 80 (40、40) 安井 みちよ 筑波 84 (41、43) 109 安達 真弓 皐月･佐野 90 (49、41)

松沢 江美 栃木ヶ丘 80 (40、40) 69 鈴木 美知子 皐月･鹿沼 85 (47、38) 安彦 真佐子 東京五日市 90 (46、44)

高井 文子 中峰 80 (39、41) 渡辺 悦子 芳賀 85 (46、39) 藤森 みどり 玉造 90 (46、44)

櫻井 幸 太平洋・御殿場 80 (39、41) 栁澤 貴子 小山 85 (45、40) 中山 洋子 立川国際 90 (45、45)

岩井 恭子 赤城国際 80 (39、41) 西村 治美 東名厚木 85 (45、40) 諸我 洋子 玉造 90 (42、48)

榎本 紀代美 皆川城 80 (39、41) 中村 聖子 GMG八王子 85 (44、41) 114 岩橋 みどり 大利根 91 (46、45)

原口 莉絵子 彩の森 80 (37、43) 齋藤 静子 レーサム 85 (44、41) 北川 真理子 飯能グリーン 91 (46、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 三橋 理恵 袖ヶ浦 85 (44、41) 田中 弓子 日光 91 (45、46)

35 内藤 圭子 ノーザン錦ヶ原 81 (42、39) 鳥飼 麻紀 成田東 85 (43、42) 117 根岸 節子 太平洋・佐野ヒルクレスト 92 (46、46)

田羽 美津衛 宍戸ヒルズ 81 (38、43) 本田 桂 岡部チサン 85 (43、42) 小笠原 恵美子 さいたま 92 (45、47)

橋本 智代 ノーザン錦ヶ原 81 (38、43) 小林 彌生 メイフラワー 85 (41、44) 119 水野 万喜子 越生 93 (47、46)

38 森田 朋子 フレンドシップ 82 (43、39) 79 小宮 洋子 浦和 86 (47、39) 合田 和枝 越生 93 (47、46)

益子 美佐子 高坂 82 (43、39) 川勝 美紀 小田原･松田 86 (47、39) 山田 純子 越生 93 (47、46)

宇梶 敦子 芳賀 82 (42、40) 宇髙 有紀 おおむらさき 86 (45、41) 石倉 みゆき 袖ヶ浦 93 (46、47)

7月5日(木)

平成30年 関東女子シニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

こだまゴルフクラブ( 5646Yards   Par 72 )


