
会場：

期日：
エントリー： 144名

出場： 141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 小田倉 富士子 芳賀 75 (38、37) 42 平山 晴恵 総武 84 (44、40) 大山 孝子 東京五日市 89 (46、43) 春原 惠子 相武 94 (47、47)

2 櫻井 幸 太平洋・御殿場 76 (38、38) 笹貫 白根 横浜 84 (43、41) 菊谷 希和子 東千葉 89 (46、43) 渡邊 淳子 鷹之台 94 (47、47)

真田 佳代子 オリムピック 76 (35、41) 島路 五百子 横浜 84 (43、41) 内藤 洋子 日高 89 (45、44) 下田 孝子 ノーザン錦ヶ原 94 (46、48)

4 林 純花 スカイウェイ 77 (38、39) 小川 裕子 武蔵 84 (42、42) 田中 径子 飯能 89 (45、44) 篠上 もと子 桜ヶ丘 94 (46、48)

5 小峰 利恵 日高 78 (38、40) 林 香里 河口湖 84 (40、44) 藤澤 由美 石坂 89 (45、44) 両角 晶子 府中 94 (45、49)

大畠 恵子 中津川 78 (38、40) - 以 上、 予 選 通 過 － 三枝 晴美 浦和 89 (45、44) 128 田中 由美 茨城ロイヤル 95 (46、49)

7 秋元 喜美代 石坂 79 (41、38) 原島 智恵子 鳩山 84 (40、44) 小田原 明美 袖ヶ浦 89 (44、45) 129 青柳 宣子 武蔵 96 (49、47)

大村 恵子 東京国際 79 (40、39) 安彦 真佐子 東京五日市 84 (40、44) 朝倉 美和子 桜ヶ丘 89 (40、49) 陣内 久美子 秩父国際 96 (48、48)

高井 文子 中峰 79 (40、39) 49 加藤 仁美 日高 85 (44、41) 90 杉本 てい子 相武 90 (47、43) 131 中井 惠理 宍戸ヒルズ 97 (49、48)

石井 京子 霞ヶ関 79 (40、39) 鈴木 順子 霞ヶ関 85 (43、42) 鵜野 重子 高根 90 (46、44) 三浦 美礼 GMG八王子 97 (49、48)

高橋 依巳 GMG八王子 79 (40、39) 柴田 章江 浦和 85 (43、42) 黒澤 街子 清川 90 (46、44) 池田 久美子 府中 97 (48、49)

和田 朋子 ノーザン錦ヶ原 79 (39、40) 内藤 圭子 ノーザン錦ヶ原 85 (43、42) 矢津 和美 ノーザン錦ヶ原 90 (45、45) 134 保坂 久代 都 98 (49、49)

13 森島 眞知子 飯能 80 (40、40) 泉口 礼子 姉ヶ崎 85 (43、42) 古澤 トモ子 府中 90 (45、45) 中野 岩野 大宮国際 98 (47、51)

樋口 節子 東千葉 80 (40、40) 川上 環 ユニオンエース 85 (42、43) 佐藤 眞弓 桜ヶ丘 90 (44、46) 136 若林 敏子 鳩山 99 (48、51)

15 田村 和代 オリムピック 81 (42、39) 髙橋 道代 宍戸ヒルズ 85 (41、44) 田中 陽子 東京国際 90 (43、47) 137 原 美恵子 オリムピック 100 (55、45)

山形 南 高坂 81 (42、39) 56 松沢 江美 栃木ヶ丘 86 (45、41) 97 共田 陽子 オリムピック 91 (47、44) 138 林 久美子 桜ヶ丘 101 (53、48)

和田 美紀 鳩山 81 (40、41) 和田 博子 桜ヶ丘 86 (44、42) 門倉 芳枝 大相模 91 (47、44) 屋宮 千英子 府中 101 (51、50)

横山 静子 ノースショア 81 (40、41) 神戸 幸子 相模野 86 (44、42) 加賀見 美花 宍戸ヒルズ 91 (47、44) 中島 優子 府中 101 (48、53)

黒木 蘭 東京湾 81 (40、41) 亀山 博子 飯能グリーン 86 (44、42) 相田 ひろみ 浦和 91 (46、45) 141 塚本 三千代 東京よみうり 103 (52、51)

遠藤 節子 八王子 81 (40、41) 岩本 朋美 千葉夷隅 86 (44、42) 馬渕 恵美子 セントラル 91 (46、45) 欠場 三橋 京子 浜松シーサイド

中村 聖子 GMG八王子 81 (39、42) 七海 麻紀 清川 86 (43、43) 津野 真弓 浦和 91 (46、45) 欠場 西根 千秋 メイプルポイント

堀江 美奈子 入間 81 (39、42) 津堅 典子 オリムピック 86 (43、43) 石田 美矢子 八王子 91 (44、47) 欠場 平川 桂子 高根

岸上 典子 猿島 81 (39、42) 大竹 紀子 武蔵 86 (43、43) 佐々木 輝子 都 91 (44、47)

佐久間 みち 習志野 81 (38、43) 田中 惠美子 嵐山 86 (43、43) 榊原 まり子 清川 91 (42、49)

25 永井 清子 小幡郷 82 (44、38) 田倉 真由美 さいたま梨花 86 (41、45) 宮澤 由紀子 立川国際 91 (42、49)

横山 由香 富里 82 (44、38) 66 荒木 まき子 狭山 87 (45、42) 107 金子 公子 東京よみうり 92 (49、43)

武藤 京子 相模原 82 (42、40) 渡部 寛美 東京よみうり 87 (44、43) 林 恵子 メイプルポイント 92 (48、44)

安藤 善子 東京湾 82 (41、41) 長尾 説子 成田GC 87 (42、45) 坪田 しのぶ 東千葉 92 (48、44)

加賀 貴子 桜ヶ丘 82 (40、42) 本田 芙佐子 鎌倉 87 (41、46) 瀬野 ちどり 桜ヶ丘 92 (47、45)

佐久間 祐子 習志野 82 (40、42) 70 加藤 裕子 ギャツビイ 88 (45、43) 江尻 聖美 桜ヶ丘 92 (46、46)

山田 生美 武蔵 82 (40、42) 徳留 康子 東名 88 (45、43) 柏原 三枝子 河口湖 92 (45、47)

尾畑 満紀子 三島 82 (40、42) 三好 枝理可 東京よみうり 88 (45、43) 長谷 球恵 千葉 92 (45、47)

小泉 恵子 総武 82 (40、42) 大越 景子 青梅 88 (44、44) 荘 祐子 武蔵 92 (44、48)

34 湯澤 直子 万木城 83 (43、40) 松本 洋子 東京五日市 88 (44、44) 高橋 聡美 さいたま 92 (41、51)

伊藤 容子 東名厚木 83 (42、41) 渡邉 薫 さいたま梨花 88 (44、44) 116 小野 京子 ニュー・セントアンドリュース 93 (50、43)

木村 明美 東京国際 83 (42、41) 初見 善子 小川 88 (43、45) 丸山 隆子 東京よみうり 93 (47、46)

井上 久美子 武蔵松山 83 (41、42) 小島 房江 鶴舞 88 (43、45) 玉田 美恵子 高山 93 (46、47)

山内 啓子 東京国際 83 (40、43) 浅山 啓子 青梅 88 (42、46) 門馬 恵美子 メイプルポイント 93 (46、47)

吉田 みどり 石坂 83 (40、43) 中西 徳子 府中 88 (42、46) 川勝 美紀 小田原･松田 93 (46、47)

浜垣 由香 高根 83 (40、43) 川合 明子 武蔵 88 (41、47) 酒井 清江 彩の森 93 (45、48)

中山 嘉子 カレドニアン 83 (39、44) 81 齊藤 浩子 武蔵 89 (46、43) 122 原木 一二三 大厚木 94 (51、43)

7月3日(月)

平成29年度関東女子シニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

桜ヶ丘カントリークラブ( 5622Yards   Par 72 )


