
会場：

期日：

エントリー： 61名

出場： 60名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 沓沢 良子 江戸崎 74 (36、38) 橘 佳織 セントラル 91 (45、46)

角田 里子 鹿沼 74 (34、40) 松田 裕子 ザ・竜ヶ崎 91 (45、46)

3 青木 理恵 東名 75 (39、36) 阿部 瑞枝 富里 91 (45、46)

4 津島 さやか セントラル・麻生 76 (37、39) 44 小田島 めぐみ 東千葉 92 (48、44)

5 岩永 純子 中津川 77 (39、38) 上條 由美 鶴舞 92 (46、46)

6 関根 奈穂美 セントラル 78 (39、39) 46 信戸 香代 東松山 93 (45、48)

7 伊藤 寿美代 皆川城 81 (41、40) 47 石井 みさ子 成田GC 94 (45、49)

伊藤 るみ 習志野 81 (39、42) 鈴木 有希子 千葉夷隅 94 (43、51)

9 黒木 蘭 東千葉 82 (40、42) 49 岡本 廣子 成田GC 95 (50、45)

澤井 綾子 東千葉 82 (36、46) 三井 桂子 東千葉 95 (49、46)

11 久保田 文子 鳳凰 83 (43、40) 石井 周子 成田GC 95 (48、47)

渡邊 啓子 クリアビュー 83 (42、41) 菊地 純子 習志野 95 (43、52)

長尾 説子 成田GC 83 (42、41) 53 酒井 清江 彩の森 96 (50、46)

14 岩田 明子 宍戸ヒルズ 84 (43、41) 渡辺 文子 千葉 96 (49、47)

今井 美紀 岡部チサン 84 (38、46) 江幡 夕美 カレドニアン 96 (46、50)

16 中村 和子 我孫子 85 (41、44) 鈴木 利江 PGM総成 96 (46、50)

髙井 智美 ワンウェイ 85 (41、44) 57 大原 真理子 姉ヶ崎 98 (49、49)

川中 明子 霞ヶ関 85 (39、46) 小夏 睦 八幡 98 (47、51)

19 近内 麻希子 千葉 86 (46、40) 59 土田 聡美 セントラル 101 (51、50)

馬場 由美 習志野 86 (45、41) 60 神村 信江 彩の森 102 (49、53)

古川 康子 千葉 86 (44、42) 欠場 千葉 祥子 東千葉

堀米 清美 メイプルポイント 86 (42、44)

平本 圭美 鹿島の杜 86 (41、45)

佐藤 彩香 茨城パシフィック 86 (40、46)

鈴木 美穂 あさひヶ丘 86 (40、46)

- 以 上、 予 選 通 過 －

松木 麻子 紫雲 86 (40、46)

27 武智 美樹 鶴舞 87 (43、44)

芦澤 麻衣 藤ヶ谷 87 (42、45)

塩谷 仁美 中津川 87 (41、46)

徳永 春美 立川国際 87 (41、46)

31 濱田 隆子 鶴舞 88 (42、46)

小島 美智子 スプリングフィルズ 88 (41、47)

33 湯浅 智美 成田GC 89 (45、44)

垣屋 真弓 セゴビア 89 (45、44)

飯塚 博子 PGM総成 89 (44、45)

遠藤 恵 習志野 89 (44、45)

中村 昭子 平川 89 (43、46)

原口 由紀 鎌ヶ谷 89 (43、46)

39 高井 和美 岩瀬桜川 90 (43、47)

40 湯浅 千晶 習志野 91 (45、46)

9月2日(月)

2019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

PGM総成ゴルフクラブ南・西コース( 6154Yards   Par 72 )


