
平成30年　関東女子シニアゴルフ選手権決勝競技
組み合わせおよびスタート時間表
(第2ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 参加者数　134名

於：小山ゴルフクラブ(5,887yards Par72)
1番よりスタート 10番よりスタート

小玉 陽子 ノーザン錦ヶ原 84 田村 幸子 紫雲 80 樋口 美代子 阿見 84 小澤 睦美 グリーンパーク 88

小田倉 富士子 芳賀 84 横川 亜希子 扶桑 80 大越 景子 青梅 84 荒木 幸恵 大厚木 88

坂入 利子 つくばね 84 野尻 ゆかり 日高 80 清水 かおり 八王子 84 林 夏美 鳳凰 89

落合 麻紀 津久井湖 84 照井 久美 石坂 81 神鷹 佳子 サンヒルズ 84 仁科 理恵 都 89

小池 晶代 白水 83 田口 貴美子 相模原 80 佐久間 みち 習志野 84 露木 直子 東名厚木 89

原口 莉絵子 彩の森 83 堀田 実佐子 成田東 80 塩谷 仁美 中津川 85 萩森 真由美 龍ヶ崎 89

横山 初枝 岡部チサン 84 坂本 なおみ 総武 80 今井 啓子 白鳳 85 武藤 京子 相模原 89

高橋 依巳 GMG八王子 84 秋元 喜美代 石坂 80 尾崎 博子 太平洋・佐野ヒルクレスト 85 齋木 日奈子 宍戸ヒルズ 90

窪田 和子 中津川 83 八木 美智代 ミオス菊川 79 西 明美 平川 85 高橋 浩子 伊香保 90

尾畑 満紀子 三島 83 小森 幸恵 ニュー・セントアンドリュース 79 河西 裕子 オリムピック 85 落合 敦子 玉造 90

楢松 千香子 石坂 83 田中 真弓 成田東 79 山田 眞理子 鶴舞 86 小溝 久美子 習志野 90

後藤 弥生 京 83 関根 奈穂美 セントラル 79 海老原 文郁恵 秦野 86 林 香里 河口湖 90

山中 通子 ブリック＆ウッド 83 和田 朋子 ノーザン錦ヶ原 79 上村 ひろみ セゴビア 86 浅山 啓子 青梅 90

入野 己弥代 富士宮 83 鈴木 良子 館山 79 梶谷 春美 飯能グリーン 86 鏑木 友子 成田東 90

小坂 順子 千葉 83 鯉沼 良美 東松苑 79 菅谷 直子 千葉夷隅 86 高田 貴子 東京五日市 90

松本 京子 本厚木 83 櫻井 幸 太平洋・御殿場 79 畑中 朝子 東京湾 86 秋谷 美樹 習志野 90

村上 喜代子 京 82 豊崎 幸子 かすみがうらOGM 78 原口 麻子 皐月･佐野 86 久米 万希子 秦野 90

金子 弥生 相模原 82 楠本 和子 平塚富士見 78 鈴木 瑞枝 東京カントリー 86 佐藤 恵津子 扶桑 91

本多 美峰 カレドニアン 82 仲丸 きよ枝 越後 78 古澤 美保 カレドニアン 86 宮澤 由紀子 立川国際 91

岩井 恭子 赤城国際 82 柴本 尚美 日高 79 清水 敏江 秦野 87 栗原 美由紀 熊谷 91

高橋 寿子 皐月･鹿沼 82 山口 久美 東京湾 78 遠藤 玉恵 千葉 87 松沢 江美 栃木ヶ丘 91

古川 康子 千葉 82 金井 佳代 青梅 78 米 美知子 鳩山 87 山本 宏子 紫 91

加藤 仁美 日高 82 平田 悦子 カレドニアン 78 菊地 純子 習志野 87 林 真理子 東松苑 91

榎本 紀代美 皆川城 82 篠塚 美幸 富里 78 千島 綾子 彩の森 87 今関 よしみ ロイヤルスター 92

長谷川 浩子 京 81 林 純花 スカイウェイ 76 石川 洋子 ゴルフ5・サニーフィールド 87 小林 郷子 柏崎 92

堤 幸子 八幡 81 カヤット朱美 中田 袖ヶ浦 77 坂本 多真美 さいたま梨花 87 林 久美子 桜ヶ丘 92

横山 亜弥子 浦和 82 角田 里子 鹿沼 77 小峰 利恵 日高 87 伊藤 ひろみ 小田原･日動御殿場 94

飯室 浩子 白帆 82 近藤 京子 ギャツビイ 77 呂 新霞 秦野 88

大畠 恵子 中津川 81 南雲 真理 箱根 74 黒野 美奈 キングフィールズ 88 増田 佳子 オリムピック 94

森山 明子 石坂 81 田谷 千秋 平塚富士見 76 樋口 範子 扶桑 88 宮澤 美津子 富士川 96

中山 慶子 紫雲 81 黒木 蘭 東千葉 76 高井 文子 中峰 88 滝 綾子 東京カントリー 99

石井 京子 霞ヶ関 81 渡邊 初節 富士レイクサイド 76 平川 朱美 平川 88

北村 由希子 江戸崎 81 堀江 美奈子 入間 88

増田 京子 筑波 81 大内田 一美 岡部チサン 88

小菅 佐智子 秦野 81 島崎 典枝 富里 88

古市 福栄 クリアビュー 81 青木 麻里 鳩山 88

※組み合わせは、欠場者が出た場合変更することがある。 競技委員長　　内藤　正幸
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