
会場：

期日：

エントリー： 145名

出場： 142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 畑中 朝子 東京湾 71 (34、37) 鈴木 みどり 東京湾 82 (40、42) 石原 浩美 成田東 87 (44、43) 池亀 征矢子 東千葉 92 (44、48)

2 鏑木 友子 成田東 73 (39、34) 伊藤 寿美代 皆川城 82 (40、42) 塩崎 邦子 佐原 87 (44、43) 124 金澤 光子 金砂郷 93 (49、44)

3 飯室 浩子 白帆 74 (37、37) 43 工藤 桂子 東千葉 83 (43、40) 小出 麻里子 レイクウッド総成 87 (44、43) 安田 美智子 中山 93 (48、45)

4 後藤 弥生 京 75 (38、37) 君塚 桂子 八幡 83 (42、41) 山元 珠美 佐原 87 (44、43) 伏見 まり 東名 93 (48、45)

東 真美 大厚木 75 (36、39) 丸若 邦枝 茨城 83 (42、41) 市川 真弓 佐原 87 (44、43) 小川 いずみ 姉ヶ崎 93 (48、45)

6 林 恵子 総武 77 (38、39) 池本 直美 長太郎 83 (41、42) 海老根 君代 総武 87 (43、44) 坪田 しのぶ 東千葉 93 (45、48)

河西 裕子 オリムピック 77 (36、41) 近藤 千夏 セントラル 83 (40、43) 薄井 慎子 我孫子 87 (43、44) 岡 由美 レイクウッド総成 93 (45、48)

8 上村 ひろみ セゴビア 78 (40、38) 弓野 美恵 アスレチックガーデン 83 (40、43) 武内 真由美 日高 87 (43、44) 山本 佳代 千葉桜の里 93 (44、49)

坂入 利子 つくばね 78 (40、38) 49 末石 泰子 千葉夷隅 84 (45、39) 岡本 美蘭 石岡 87 (42、45) 131 新田 道子 富里 94 (50、44)

豊崎 幸子 かすみがうらOGM 78 (39、39) 佐々木 澄子 横浜 84 (44、40) 椿 素子 大洗 87 (42、45) 丹羽 智子 東松山 94 (48、46)

萩森 真由美 龍ヶ崎 78 (38、40) 内藤 洋子 日高 84 (43、41) 石川 由美 本千葉 87 (41、46) 松岡 恵美子 東名 94 (47、47)

本多 美峰 カレドニアン 78 (37、41) 今井 信子 箱根 84 (43、41) 藤 伊津子 つくばね 87 (41、46) 134 宮田 美津子 スプリングフィルズ 95 (50、45)

露木 直子 東名厚木 78 (37、41) 望月 和 大平台 84 (43、41) 佐藤 みゆき 姉ヶ崎 87 (40、47) 柳 久子 龍ヶ崎 95 (44、51)

14 樋口 範子 扶桑 79 (42、37) 内藤 真里 ロイヤルスター 84 (42、42) 95 大矢根 眞理 新千葉 88 (48、40) 136 鈴木 美穂 白鳳 96 (50、46)

神鷹 佳子 サンヒルズ 79 (38、41) 白 貞伊 カレドニアン 84 (41、43) 高江洲 陽子 千葉新日本 88 (46、42) 肥田野 直美 東京湾 96 (48、48)

16 古澤 美保 カレドニアン 80 (42、38) 進藤 美恵子 鷹之台 84 (40、44) 泉口 礼子 姉ヶ崎 88 (45、43) 138 西野 敬子 立野クラシック 99 (47、52)

今井 啓子 白鳳 80 (42、38) 安藤 善子 東京湾 84 (40、44) 小川 千恵乃 鶴舞 88 (44、44) 139 一宮 礼子 ザ・竜ヶ崎 100 (52、48)

堤 幸子 八幡 80 (40、40) 原田 町子 習志野 84 (39、45) 中村 和子 我孫子 88 (44、44) 江 英美 紫 100 (48、52)

小峰 利恵 日高 80 (39、41) 59 仲田 貴志美 本千葉 85 (44、41) 香取 敦子 佐原 88 (43、45) 141 永野 千鶴 成田GC 104 (53、51)

荒木 幸恵 大厚木 80 (38、42) 田中 径子 飯能 85 (44、41) 101 塙 節子 取手国際 89 (48、41) 失格 奥手 京子 大利根

平川 朱美 平川 80 (38、42) 山口 真美子 鎌ヶ谷 85 (43、42) 岡本 廣子 成田GC 89 (47、42) 欠場 二井矢 聡子 龍ヶ崎

22 佐藤 恵津子 扶桑 81 (42、39) 才津 智美 ニッソー 85 (43、42) 小俣 静江 東京五日市 89 (45、44) 欠場 横山 仁美 江戸崎

志田 佐和子 富士笠間 81 (42、39) 小方 弘子 カレドニアン 85 (42、43) 牧野 智子 富里 89 (45、44) 欠場 中村 精子 京葉

佐久間 みち 習志野 81 (41、40) 蒲田 恭子 鷹之台 85 (42、43) 迫本 宣子 東京 89 (42、47)

久米 万希子 秦野 81 (41、40) 三村 弘美 扶桑 85 (42、43) 106 坂井 春美 立川国際 90 (46、44)

齋木 日奈子 宍戸ヒルズ 81 (40、41) 安藤 智美 メイプルポイント 85 (41、44) 福家 淳子 ザ・竜ヶ崎 90 (46、44)

今関 よしみ ロイヤルスター 81 (40、41) 内藤 旬子 紫 85 (38、47) 吉田 孝子 藤ヶ谷 90 (45、45)

林 真理子 東松苑 81 (39、42) 横山 静子 ノースショア 85 (38、47) 岡野 優子 レイクウッド総成 90 (44、46)

西 明美 平川 81 (39、42) 69 湯浅 智美 成田GC 86 (46、40) 高井 和美 岩瀬桜川 90 (44、46)

山田 眞理子 鶴舞 81 (39、42) 務台 友子 木更津 86 (45、41) 松本 洋子 東京五日市 90 (43、47)

近藤 京子 ギャツビイ 81 (39、42) 青木 育子 宍戸ヒルズ 86 (45、41) 石井 周子 成田GC 90 (43、47)

32 小溝 久美子 習志野 82 (44、38) 延命 好子 美浦 86 (45、41) 兎澤 由美子 一の宮 90 (40、50)

山本 宏子 紫 82 (43、39) 田中 恭子 江戸崎 86 (45、41) 114 仁保 美和子 京 91 (47、44)

秋谷 美樹 習志野 82 (43、39) 菅沼 尚美 オリムピック 86 (44、42) 門馬 恵美子 メイプルポイント 91 (47、44)

古市 福栄 クリアビュー 82 (42、40) 永瀬 美代子 武蔵 86 (43、43) 飯塚 博子 レイクウッド総成 91 (46、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 横山 淳子 新千葉 86 (41、45) 齋藤 珠美 京 91 (45、46)

徳山 由季 総武 82 (42、40) 伴 美奈 カレドニアン 86 (41、45) 浅井 敦子 新千葉 91 (43、48)

出羽 幹子 総武 82 (41、41) 松本 章子 東千葉 86 (41、45) 119 菊谷 希和子 東千葉 92 (47、45)

松尾 智恵 平川 82 (41、41) 会澤 美保子 総武 86 (40、46) 大川 紀子 取手国際 92 (46、46)

小川 美恵子 成田東 82 (41、41) 80 林 美幸 成田東 87 (47、40) 横山 純子 グレンオークス 92 (46、46)

加藤 理刈 平塚富士見 82 (41、41) 石井 みさ子 成田GC 87 (44、43) 江野澤 厚子 富里 92 (46、46)

7月2日(月)

平成30年 関東女子シニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

レイクウッド総成カントリークラブ 東・南コース( 5561Yards   Par 72 )


