
会場：

期日：
エントリー： 113名

出場： 109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

1 永井 清子 小幡郷 77 (38、39) 42 小倉 祥子 ロイヤルスター 87 (47、40) 澤上 敬子 中津川 92 (46、46)

2 荒木 慶子 藤ヶ谷 78 (40、38) 萩原 初江 アスレチックガーデン 87 (45、42) 朝野 三枝子 大利根 92 (46、46)

3 仲田 貴志美 本千葉 79 (41、38) 梶本 美津子 湘南シーサイド 87 (45、42) 島路 五百子 横浜 92 (44、48)

小澤 千恵子 白水 79 (36、43) 大原 真理子 姉ヶ崎 87 (44、43) 85 安田 美智子 中山 93 (47、46)

5 星野 アツ子 富里 80 (40、40) 三本 貞子 藤ヶ谷 87 (43、44) 新井田 路代 東名 93 (47、46)

6 小方 弘子 カレドニアン 81 (42、39) 大井 圭子 日高 87 (42、45) 近藤 征江 嵐山 93 (45、48)

中村 節子 東京 81 (40、41) 奥橋 一子 チェックメイト 87 (41、46) 五味 富貴子 甲斐駒 93 (45、48)

小池 晶代 白水 81 (40、41) 49 山中 通子 ブリック＆ウッド 88 (46、42) 89 松本 章子 東千葉 94 (50、44)

佐々木 澄子 横浜 81 (39、42) 島村 文子 愛鷹 88 (46、42) 有枝 眞好枝 万木城 94 (49、45)

海老根 君代 総武 81 (39、42) 志田 佐和子 富士笠間 88 (45、43) 安部 文子 宍戸ヒルズ 94 (46、48)

11 富田 ヨネ子 千葉新日本 82 (43、39) 友部 幸子 千葉 88 (44、44) 川島 幸子 万木城 94 (46、48)

菊池 文子 岡部チサン 82 (42、40) 長崎 恵子 鶴舞 88 (44、44) 飯泉 あさ江 富士御殿場 94 (46、48)

大谷 伊利子 鹿沼 82 (41、41) 谷 早苗 葉山国際 88 (44、44) 岡野 優子 レイクウッド総成 94 (46、48)

宮内 一江 レインボーヒルズ 82 (41、41) 岩楯 千恵子 姉ヶ崎 88 (43、45) 95 水間 路子 本千葉 95 (51、44)

渡邊 美江子 東京湾 82 (40、42) 永野 ツタヱ 伊豆にらやま 88 (42、46) 金澤 光子 金砂郷 95 (49、46)

鈴木 順子 房総 82 (40、42) 伊東 法子 皐月･佐野 88 (42、46) 三橋 真弓 中山 95 (49、46)

17 原田 町子 習志野 83 (44、39) 春木 恵美子 葉山国際 88 (42、46) 98 浅井 敦子 新千葉 96 (50、46)

内藤 洋子 日高 83 (44、39) 59 平川 朱美 平川 89 (48、41) 中村 静江 東千葉 96 (50、46)

山口 真美子 鎌ヶ谷 83 (43、40) 森 澄子 富士御殿場 89 (46、43) 鈴木 ミヨシ 烏山城 96 (49、47)

水島 みつ子 レインボーヒルズ 83 (43、40) 原 和子 アスレチックガーデン 89 (44、45) 101 山口 八重子 姉ヶ崎 97 (49、48)

中山 嘉子 カレドニアン 83 (42、41) - 以 上、 予 選 通 過 － 高橋 眞生子 船橋 97 (48、49)

持田 裕子 ギャツビイ 83 (37、46) 大熊 祐子 日高 89 (43、46) 宮嶋 淑子 ゴールデンレイクス 97 (44、53)

23 安藤 善子 東京湾 84 (42、42) 63 宮田 雅子 船橋 90 (47、43) 104 植松 ちどり 我孫子 98 (51、47)

飯田 貞子 真名 84 (41、43) 石井 幸江 カレドニアン 90 (47、43) 藤谷 由喜子 アスレチックガーデン 98 (49、49)

金山 眞理子 房総 84 (41、43) 木下 恵子 船橋 90 (46、44) 106 森本 やす子 メイプルポイント 99 (47、52)

深山 文美代 袖ヶ浦 84 (40、44) 山田 眞理子 鶴舞 90 (45、45) 107 折本 光代 富里 102 (54、48)

末石 泰子 千葉夷隅 84 (38、46) 河嶋 静子 総武 90 (45、45) 小林 由美 秦野 102 (51、51)

28 福田 良子 宍戸ヒルズ 85 (46、39) 古市 福栄 クリアビュー 90 (44、46) 坂本 尚子 鶴舞 102 (50、52)

今井 啓子 白鳳 85 (45、40) 渡邊 レイ子 京葉 90 (44、46) 欠場 下条 房子 石坂

川畑 いつ子 葉山国際 85 (42、43) 小峰 利恵 日高 90 (44、46) 欠場 田中 由美 茨城ロイヤル

八巻 千恵子 アスレチックガーデン 85 (41、44) 馬渕 恵美子 セントラル 90 (43、47) 欠場 三阪 茂子 ノーザン錦ヶ原

水島 一枝 平川 85 (41、44) 田中 和代 藤ヶ谷 90 (42、48) 欠場 嶋田 佐栄子 京葉

33 小玉 美由紀 横浜 86 (48、38) 73 中村 龍子 清川 91 (47、44)

染野 さち子 岡部チサン 86 (46、40) 松田 文子 清川 91 (47、44)

阿久津 礼子 烏山城 86 (45、41) 田中 径子 飯能 91 (45、46)

岡本 廣子 成田GC 86 (45、41) 菊谷 希和子 東千葉 91 (45、46)

石井 玲子 房総 86 (44、42) 山田 富士子 八幡 91 (44、47)

五十嵐 洋子 藤岡 86 (43、43) 中村 精子 京葉 91 (43、48)

豊崎 幸子 かすみがうらOGM 86 (43、43) 79 中村 トク子 鷹之台 92 (47、45)

伊藤 マリ子 富士御殿場 86 (42、44) 秋山 和子 甲斐駒 92 (46、46)

泉口 礼子 姉ヶ崎 86 (42、44) 嶋田 輝美 レインボーヒルズ 92 (46、46)

4月17日(火)

関東女子グランドシニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

ザ・カントリークラブ・ジャパン( 5465Yards   Par 72 )


