
会場：

期日：
エントリー： 65名

出場： 62名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 宮 美佳 GMG八王子 76 (39、37) 堤 幸子 八幡 92 (44、48)

2 小島 絵梨香 川越 77 (36、41) 遠藤 玉恵 千葉 92 (42、50)

3 松尾 律子 ギャツビイ 79 (40、39) 43 安藤 木綿子 上田丸子グランヴィリオ 93 (46、47)

4 手塚 さおり 立科 80 (40、40) 松島 君子 青梅 93 (45、48)

上野 美恵子 裾野 80 (38、42) 松沢 江美 栃木ヶ丘 93 (45、48)

6 松山 奈津江 鹿沼72 81 (40、41) 明角 恵理子 皐月･佐野 93 (44、49)

7 佐竹 千春 東名厚木 82 (44、38) 47 阿部 木綿子 相模野 94 (47、47)

池田 朋代 小田原･松田 82 (43、39) 48 青木 麻里 鳩山 95 (46、49)

藤本 マサ 成田GC 82 (40、42) 49 高木 孝子 川越 96 (45、51)

増田 京子 筑波 82 (39、43) 安田 弘子 立川国際 96 (45、51)

田谷 千秋 平塚富士見 82 (38、44) 51 坂本 なおみ 総武 97 (52、45)

小川 志緒 川越 82 (37、45) 河野 多恵子 GMG八王子 97 (49、48)

13 五十嵐 洋子 藤岡 83 (43、40) 平木 温子 日高 97 (49、48)

武田 妙子 水戸グリーン 83 (42、41) 林 ツヤ子 富士箱根 97 (47、50)

15 安藤 ユカリ 小田原･日動御殿場 84 (45、39) 55 中井 惠理 寄居 99 (51、48)

小玉 陽子 ノーザン錦ヶ原 84 (42、42) 鵜野 重子 高根 99 (50、49)

17 別府 砂織 サニー 85 (45、40) 57 村上 ちえみ 鬼怒川 100 (52、48)

18 小嶋 桃子 オリムピック 86 (46、40) 石本 純子 日高 100 (51、49)

19 青木 英子 千葉 87 (45、42) 前山 久美子 富士小山 100 (50、50)

堀米 清美 メイプルポイント 87 (44、43) 60 徳留 康子 東名 101 (48、53)

小川原 秋 豊科 87 (44、43) 61 小野寺 容子 石岡・ウエスト 104 (54、50)

高橋 依巳 GMG八王子 87 (43、44) 棄権 杉浦 ちえみ 寄居

小川 裕子 都 87 (42、45) 欠場 堀江 久美 東京湾

24 仁保 美和子 京 88 (43、45) 欠場 山本 佐和子 スプリングフィルズ

- 以 上、 予 選 通 過 － 欠場 溝口 裕利江 メイプルポイント

竹節 嘉恵 信濃 88 (42、46)

猪野 智子 浦和 88 (42、46)

笹貫 白根 横浜 88 (40、48)

28 中村 聖子 ノースショア 89 (48、41)

野々村 和子 メイプルポイント 89 (45、44)

和田 朋子 ノーザン錦ヶ原 89 (44、45)

田村 和代 オリムピック 89 (43、46)

32 寺井 恵美 府中 90 (47、43)

菓子田 智子 皐月･鹿沼 90 (46、44)

檜物 宮子 千葉 90 (45、45)

高橋 かの子 水戸グリーン 90 (45、45)

吉田 みどり 石坂 90 (44、46)

37 石渡 陽子 都 91 (49、42)

38 武田 悦子 嵐山 92 (49、43)

瀬野 ちどり 桜ヶ丘 92 (46、46)

古川 康子 千葉 92 (45、47)

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3ブロック予選競技

日高カントリークラブ 南・東コース( 6106Yards   Par 72 )


