
会場：

期日：
エントリー： 70名

出場： 70名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 上野 千鶴 ゴールデンレイクス 76 (40、36) 北村 由希子 江戸崎 89 (44、45)

2 八木 美智代 ミオス菊川 78 (34、44) 広田 綾子 川越 89 (43、46)

3 鈴木 郁子 鹿沼 79 (43、36) 鯨井 京子 日光 89 (42、47)

加藤 仁美 日高 79 (40、39) 青柳 明美 日高 89 (42、47)

平林 治子 都留 79 (40、39) 45 齊藤 浩子 武蔵 91 (47、44)

庄司 春美 都留 79 (37、42) 三橋 京子 浜松シーサイド 91 (47、44)

7 小山 純子 日高 80 (40、40) 富田 南海子 甘楽 91 (47、44)

8 加藤 理刈 伊豆大仁 81 (41、40) 若林 昭子 廣済堂埼玉 91 (47、44)

9 小森 幸恵 ファイブエイト 82 (44、38) 古野 千恵子 皆川城 91 (46、45)

角田 里子 鹿沼 82 (40、42) 鳥飼 麻紀 成田東 91 (45、46)

横山 初枝 岡部チサン 82 (39、43) 永瀬 美代子 武蔵 91 (44、47)

12 森山 明子 石坂 83 (42、41) 52 鈴木 輝子 霞ヶ関 92 (45、47)

山口 加津子 裾野 83 (41、42) 井上 道子 栃木ヶ丘 92 (45、47)

河野 裕美 越生 83 (41、42) 54 増田 秀子 太平洋・佐野ヒルクレスト 93 (46、47)

15 入野 己弥代 富士宮 84 (44、40) 55 野村 麻季 飯能 94 (50、44)

横山 亜弥子 浦和 84 (43、41) 川上 環 ユニオンエース 94 (47、47)

野尻 ゆかり セゴビア 84 (41、43) 西村 治美 東名厚木 94 (43、51)

石塚 靖子 我孫子 84 (37、47) 58 東本 眞弓 太平洋・佐野ヒルクレスト 95 (48、47)

19 上野 恵利子 江戸崎 85 (44、41) 平賀 忍 東名厚木 95 (46、49)

秋元 喜美代 石坂 85 (44、41) 横山 仁美 江戸崎 95 (46、49)

佐々木 紫 彩の森 85 (44、41) 61 小川 美奈子 成田東 96 (51、45)

相田 ひろみ 浦和 85 (43、42) 宮澤 由紀子 秋山 96 (47、49)

吉田 ケイ子 武蔵 85 (42、43) 坂井 美千代 富士小山 96 (46、50)

松本 啓子 武蔵 85 (42、43) 林 香里 河口湖 96 (45、51)

小池 晶代 白水 85 (42、43) 65 今福 陽子 中津川 98 (47、51)

26 矢嶋 智都子 霞ヶ関 86 (44、42) 渡辺 眞理子 越生 98 (46、52)

- 以 上、 予 選 通 過 － 67 大井 圭子 日高 100 (50、50)

小峰 利恵 日高 86 (44、42) 68 三枝 晴美 浦和 106 (54、52)

武藤 京子 相模原 86 (41、45) 塚本 三千代 東京よみうり 106 (50、56)

29 小島 房江 鶴舞 87 (44、43) 失格 栗田 いずみ 秦野

新井 えり子 成田東 87 (43、44)

柴田 章江 浦和 87 (43、44)

32 中井 俊子 嵐山 88 (44、44)

濱野 道子 浦和 88 (44、44)

照井 久美 石坂 88 (43、45)

小川 幸子 寄居 88 (43、45)

川勝 美紀 小田原･松田 88 (43、45)

小笠原 恵美子 彩の森 88 (42、46)

松原 智恵美 木更津 88 (42、46)

39 吉田 薫 鶴舞 89 (47、42)

藤井 まさみ 高麗川 89 (45、44)

9月10日(月)

平成24年度関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

日高カントリークラブ 東・西コース( 6131Yards   Par 72 )


