
会場：

期日：

エントリー： 70名

出場： 65名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 田中 真弓 成田東 73 (36、37) 船越 菜美 成田東 88 (43、45)

2 津島 さやか 麻生 76 (41、35) 42 松田 裕子 ザ・竜ヶ崎 89 (47、42)

鈴木 智子 東京湾 76 (39、37) 小林 明子 平川 89 (47、42)

4 原 かおり 館山 77 (40、37) 耕田 千秋 桜 89 (44、45)

5 沓沢 良子 江戸崎 78 (41、37) 松尾 智恵 平川 89 (43、46)

6 佐藤 彩香 茨城パシフィック 79 (40、39) 米田 康代 東松苑 89 (43、46)

勝 美枝子 館山 79 (39、40) 47 土屋 佐栄子 長太郎 91 (47、44)

8 松山 菜穂子 習志野 80 (39、41) 押田 佳美 取手国際 91 (43、48)

9 露木 直子 東名厚木 81 (42、39) 49 山本 宏子 紫 92 (49、43)

上野 千鶴 ゴールデンレイクス 81 (41、40) 朱 娟佑 鶴舞 92 (49、43)

伴 美奈 カレドニアン 81 (39、42) 水上 由美子 鶴舞 92 (48、44)

12 畑中 朝子 東京湾 82 (42、40) 平野 幸子 静ヒルズ 92 (46、46)

鏑木 友子 成田東 82 (42、40) 53 野口 直子 ブリック＆ウッド 93 (46、47)

高橋 美絵 市原京急 82 (42、40) 54 小形 幹世 ザ・竜ヶ崎 94 (50、44)

藤原 聡子 総武 82 (41、41) 富田 奈都 セントラル 94 (49、45)

柳田 美紀 総武 82 (41、41) 56 肥田野 直美 東京湾 95 (48、47)

折茂 由美子 鹿沼 82 (40、42) 金子 純 水戸 95 (43、52)

関根 奈穂美 セントラル 82 (40、42) 58 宮川 久美子 東千葉 96 (48、48)

19 藤木 由紀 鎌ヶ谷 83 (43、40) 大野 久江 取手国際 96 (47、49)

横川 亜希子 扶桑 83 (42、41) 60 熊田 真紀子 セントラル 98 (50、48)

佐藤 恵子 新千葉 83 (41、42) 石崎 朝子 筑波 98 (49、49)

徳山 由季 総武 83 (40、43) 62 鈴木 佐知子 京 100 (50、50)

23 小川 志緒 川越 84 (42、42) 江 英美 紫 100 (49、51)

進藤 美恵子 鷹之台 84 (42、42) 64 首藤 浩子 富士 103 (53、50)

芦澤 麻衣 藤ヶ谷 84 (41、43) 棄権 山野 直美 新千葉

26 上野 真紀 扶桑 85 (47、38) 欠場 八巻 奈津美 富里

飯野 弘美 皆川城 85 (45、40) 欠場 宮下 良美 京

森 美華 船橋 85 (45、40) 欠場 伊藤 結花 千葉

横山 友香 オーク・ヒルズ 85 (42、43) 欠場 夏山 ルイ セゴビア

- 以 上、 予 選 通 過 － 欠場 池本 直美 長太郎

30 荻野 華恵 成田GC 86 (45、41)

堀江 久美 東京湾 86 (43、43)

芹田 吉美 扶桑 86 (43、43)

新保 美樹 新千葉 86 (42、44)

湯浅 千晶 習志野 86 (41、45)

伊藤 寿美代 皆川城 86 (40、46)

36 渡邊 初節 富士レイクサイド 87 (46、41)

齋木 日奈子 宍戸ヒルズ 87 (45、42)

星野 響子 岡部チサン 87 (42、45)

39 小池 晶代 白水 88 (44、44)

中島 友美 袖ヶ浦 88 (44、44)

8月27日(月)

平成30年関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

鎌ヶ谷カントリークラブ　東・中コース( 6167Yards   Par 72 )


