
会場：

期日：

エントリー： 63名

出場： 62名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 門田 和枝 新千葉 76 (37、39) 丸若 邦枝 茨城 90 (46、44)

鈴木 郁子 鹿沼 76 (36、40) 三枝 こころ 太平洋・御殿場 90 (46、44)

3 海野 綾子 猿島 77 (41、36) 岡田 美智子 つくばね 90 (44、46)

4 角田 里子 鹿沼 78 (39、39) 金 美惠 セントラル 90 (44、46)

5 松山 奈津江 宍戸ヒルズ 79 (39、40) 45 石井 良子 イーグルレイク 91 (47、44)

6 久保田 文子 鳳凰 80 (42、38) 水島 一枝 平川 91 (46、45)

高井 和美 岩瀬桜川 80 (42、38) 井沢 美幸 クリアビュー 91 (46、45)

中村 真由美 ノーザン錦ヶ原 80 (41、39) 猪野 智子 浦和 91 (45、46)

9 山下 ユナ カレドニアン 81 (43、38) 村野 昌子 ブリック＆ウッド 91 (43、48)

吉田 薫 鶴舞 81 (42、39) 50 柳井 ひろみ ゴルフ5・サニーフィールド 92 (47、45)

田崎 史子 新宇都宮 81 (40、41) 51 大内田 一美 岡部チサン 93 (46、47)

鈴木 美穂 富里 81 (40、41) 52 渡辺 文子 千葉 94 (47、47)

澤井 綾子 東千葉 81 (39、42) 鈴木 利江 レイクウッド総成 94 (46、48)

14 岡田 千登勢 ザ・レイクス 82 (43、39) 54 内藤 圭子 ノーザン錦ヶ原 95 (46、49)

内山 朝子 総武 82 (40、42) 陣内 久美子 おおむらさき 95 (46、49)

松木 麻子 紫雲 82 (39、43) 小出 みちよ こだま 95 (44、51)

17 寺内 梓 皐月･佐野 83 (41、42) 57 垣屋 真弓 セゴビア 96 (52、44)

笹生 重子 浜野 83 (40、43) 58 谷口 由美 ザ・レイクス 97 (52、45)

19 森田 えりか 成田ハイツリー 84 (44、40) 小野寺 容子 石岡 97 (50、47)

尾畑 満紀子 三島 84 (41、43) 関根 亜希子 東京カントリー 97 (47、50)

澤邊 真由美 富士笠間 84 (38、46) 61 根岸 節子 太平洋・佐野ヒルクレスト 99 (46、53)

22 伊藤 るみ 習志野 85 (47、38) 62 出羽 幹子 総武 104 (50、54)

橘 佳織 セントラル 85 (45、40) 欠場 亀田 いづみ 東松山

橋本 智代 ノーザン錦ヶ原 85 (41、44)

渡邊 啓子 クリアビュー 85 (40、45)

26 髙橋 道代 宍戸ヒルズ 86 (45、41)

- 以 上、 予 選 通 過 －

三井 桂子 東千葉 86 (44、42)

前山 久美子 富士小山 86 (42、44)

29 森口 裕子 戸塚 87 (46、41)

古川 康子 千葉 87 (44、43)

大場 栄理子 セゴビア 87 (43、44)

馬場 由美 習志野 87 (41、46)

33 佐久間 みち 習志野 88 (46、42)

渋谷 由香里 セゴビア 88 (45、43)

岩田 明子 宍戸ヒルズ 88 (43、45)

36 石井 由紀子 太平洋・佐野ヒルクレスト 89 (45、44)

石黑 明子 セゴビア 89 (44、45)

徳島 恭子 姉ヶ崎 89 (44、45)

山口 久美 東京湾 89 (43、46)

40 松本 友恵 那須カントリー 90 (46、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2ブロック予選競技

鎌ヶ谷カントリークラブ　中・西コース( 6142Yards   Par 72 )


