
平成30年 関東女子グランドシニアゴルフ選手権決勝競技
組み合わせおよびスタート時間表 於：磯子カンツリークラブ

(第1ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 参加者数　144名
1番よりスタート 10番よりスタート
組 時間氏　　名 氏名 所属 組 時間 氏名 所属 組 時間 氏名 所属 組 時間 氏名 所属

菊池 文子 岡部チサン 長崎 恵子 鶴舞 伊東 法子 皐月･佐野 中村 節子 東京

平野 いずみ 南摩城 山口 真美子 鎌ヶ谷 梶本 美津子 湘南シーサイド 松山 朱実 セントラル

古川 美知子 磯子 平川 朱美 平川 中西 徳子 府中 三浦 美礼 GMG八王子

伊藤 マリ子 富士御殿場 榊原 まり子 清川 恩田 昭子 浦和 佐々木 澄子 横浜

番場 とし子 GMG八王子 遠藤 節子 八王子 徳留 康子 東名 荒木 慶子 藤ヶ谷

安藤 智美 メイプルポイント 高宮 久美子 太田双葉 矢嶋 智都子 霞ヶ関 八巻 千恵子 アスレチックガーデン

内藤 洋子 日高 大谷 伊利子 鹿沼 奥橋 一子 チェックメイト 宮澤 美津子 富士川

杉本 千恵子 東京カントリー 濱野 道子 浦和 田村 幸子 紫雲 川谷 美子 鎌倉

上田 文子 秦野 海老原 文郁恵 秦野 持田 裕子 ギャツビイ 林 恵子 総武

中山 嘉子 カレドニアン 末石 泰子 千葉夷隅 金山 眞理子 房総 魚谷 政子 相模

豊崎 幸子 かすみがうらOGM 本田 芙佐子 鎌倉 長谷川 徳子 太田双葉 川畑 いつ子 葉山国際

小宮 妙子 東京 土田 さよ子 ヨネックス 松本 洋子 東京五日市 鈴木 順子 房総

春木 恵美子 葉山国際 渡邊 美江子 東京湾 石井 京子 霞ヶ関 阿久津 礼子 烏山城

武田 妙子 水戸グリーン 鈴木 春美 ノーザン錦ヶ原 山本 節子 大秦野 内山 朝子 総武

橋本 泰子 ザ・レイクス 小林 幸子 ザ・レイクス 島村 文子 愛鷹 安藤 善子 東京湾

小倉 祥子 ロイヤルスター 柴田 章江 浦和 小坂 順子 千葉 今福 陽子 中津川

上條 春海 中央道晴ヶ峰 小俣 静江 東京五日市 友部 幸子 千葉 星野 郁子 GMG八王子

増田 京子 筑波 相田 ひろみ 浦和 水島 一枝 平川 岩楯 千恵子 姉ヶ崎

水島 みつ子 レインボーヒルズ 永野 ツタヱ 伊豆にらやま 小池 晶代 白水 渡辺 眞理子 越生

大場 左和子 平塚富士見 金田 康子 セゴビア 大山 孝子 東京五日市 島津 佐和子 日本

谷 早苗 葉山国際 伊藤 ひろみ 小田原･日動御殿場 染野 さち子 岡部チサン 鈴木 昌美 川越

原田 町子 習志野 永井 清子 小幡郷 鈴木 治美 東京 佐久間 祐子 秦野

吉田 みどり 石坂 原 和子 アスレチックガーデン 岡本 廣子 成田GC 石井 玲子 房総

深山 文美代 袖ヶ浦 宮内 一江 レインボーヒルズ 望月 和 大平台 陳 公美 中山

飯田 貞子 真名 亀山 博子 高麗川 原島 智恵子 鳩山 迫本 宣子 東京

鈴木 悠子 大利根 広田 綾子 川越 加藤 理刈 平塚富士見 柳沢 多恵子 本厚木

大原 真理子 姉ヶ崎 加藤 裕子 ギャツビイ 瀬野 ちどり 桜ヶ丘 仲田 貴志美 本千葉

藤 伊津子 つくばね 鈴木 輝子 霞ヶ関 服部 みつ サザンクロス 稲葉 美年子 箱根

生沼 雪江 塩原 福田 良子 宍戸ヒルズ 萩原 初江 アスレチックガーデン 泉口 礼子 姉ヶ崎

森 澄子 富士御殿場 三本 貞子 藤ヶ谷 小方 弘子 カレドニアン 木村 佑子 柏崎

松下 寿々子 秦野 佐久間 みち 習志野 吉川 清子 秦野 田中 弓子 日光

五十嵐 洋子 藤岡 海老根 君代 総武 大村 恵子 東京国際 星野 アツ子 富里

山中 通子 ブリック＆ウッド 杉山 基子 本厚木 原木 一二三 大厚木 滝 綾子 東京カントリー

小澤 千恵子 白水 渡邉 薫 さいたま梨花 今井 啓子 白鳳 川島 みゑ子 平塚富士見

富田 ヨネ子 千葉新日本 飛鳥井 友理子 清川 大井 圭子 日高 榎本 紀代美 皆川城

志田 佐和子 富士笠間 安彦 真佐子 東京五日市 清水 敏江 秦野 小玉 美由紀 横浜

競技委員長 　内藤正幸

6月12日(火)

1 7:30 10 8:51 19 7:30 28 8:51

29 9:00

3 7:48 12 9:09 21 7:48 30 9:09

2 7:39 11 9:00 20 7:39

31 9:18

5 8:06 14 9:27 23 8:06 32 9:27

4 7:57 13 9:18 22 7:57

33 9:36

7 8:24 16 9:45 25 8:24 34 9:45

6 8:15 15 9:36 24 8:15

35 9:54

9 8:42 18 10:03 27 8:42 36 10:03

8 8:33 17 9:54 26 8:33


