
会場：

期日：

エントリー： 63名

出場： 56名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 南雲 真理 箱根 72 (35、37) 41 手塚 さおり 立科 91 (48、43)

2 塩田 美樹子 葉山国際 76 (37、39) 田中 尚子 カレドニアン 91 (43、48)

3 小川 真実 オリムピック 77 (37、40) 安岡 美香 東千葉 91 (43、48)

4 松山 菜穂子 習志野 78 (39、39) 塩谷 仁美 中津川 91 (42、49)

5 澤井 綾子 東千葉 79 (39、40) 45 鳥飼 麻紀 成田東 93 (49、44)

田崎 史子 新宇都宮 79 (39、40) 46 柳井 ひろみ ゴルフ5・サニーフィールド 94 (47、47)

7 本宮 あゆみ ニッソー 80 (41、39) 小野寺 容子 石岡・ウエスト 94 (47、47)

金 美惠 セントラル 80 (40、40) 田村 和代 オリムピック 94 (46、48)

森 美華 船橋 80 (39、41) 49 西島 典子 霞台 95 (48、47)

勝 美枝子 館山 80 (38、42) 50 中井 惠理 宍戸ヒルズ 96 (53、43)

11 伴 美奈 オーク・ヒルズ 81 (40、41) 51 山本 美和 東名 97 (47、50)

12 夏山 ルイ セゴビア 82 (42、40) 52 三井 桂子 東千葉 98 (48、50)

塩島 千有希 東千葉 82 (41、41) 53 鈴木 知美 新千葉 100 (53、47)

藤原 聡子 総武 82 (38、44) 54 富田 奈都 セントラル 101 (53、48)

15 徳山 由季 総武 83 (42、41) 55 中井 良香 平成倶楽部鉢形城 105 (53、52)

古澤 久絵 武蔵松山 83 (40、43) 56 濱松 由佳 JGMやさと石岡 111 (53、58)

17 見津 佳子 JGMやさと石岡 84 (42、42) 欠場 内山 朝子 総武

仲田 貴志美 本千葉 84 (40、44) 欠場 八巻 奈津美 富里

19 石井 由紀子 ワンウェイ 85 (41、44) 欠場 楠本 和子 平塚富士見

20 安藤 公美 皆川城 86 (45、41) 欠場 金 キョンジャ 富士チサン

露木 直子 東名厚木 86 (44、42) 欠場 仁保 美和子 京

齋木 日奈子 宍戸ヒルズ 86 (43、43) 欠場 杉本 千恵子 東京カントリー

黒木 蘭 東京湾 86 (41、45) 欠場 桑田 智恵子 オーク・ヒルズ

信戸 香代 東松山 86 (41、45)

鈴木 麻里子 宍戸ヒルズ 86 (40、46)

26 芹田 吉美 扶桑 87 (42、45)

真田 佳代子 オリムピック 87 (42、45)

- 以 上、 予 選 通 過 －

28 小嶋 桃子 オリムピック 88 (43、45)

森嶋 優子 マナ 88 (41、47)

30 大貫 至子 東京湾 89 (46、43)

池本 直美 長太郎 89 (45、44)

海野 綾子 猿島 89 (45、44)

平林 春芳 富士御殿場 89 (44、45)

宇髙 有紀 キャスコ花葉 89 (44、45)

岩永 純子 レイクウッド大多喜 89 (41、48)

36 柳田 美紀 総武 90 (47、43)

船越 菜美 成田東 90 (47、43)

春木 悠里 扶桑 90 (46、44)

花沢 直美 新千葉 90 (43、47)

熊田 真紀子 セントラル 90 (42、48)

8月29日(月)

平成28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

レイクウッド総成カントリークラブ　西・東コース( 6162Yards   Par 72 )


