
会場：

期日：

エントリー： 69名

出場： 66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 76 (40、36) 石井 由紀子 太平洋・佐野ヒルクレスト 92 (44、48)

2 松山 菜穂子 習志野 79 (41、38) 宮川 久美子 東千葉 92 (42、50)

金 美惠 セントラル 79 (40、39) 43 入江 美幸 小山 93 (47、46)

横川 亜希子 扶桑 79 (37、42) 岡田 カンナ ザ・インペリアル 93 (46、47)

5 山下 ユナ カレドニアン 80 (41、39) 神領 恵 猿島 93 (43、50)

吉田 茜 姉ヶ崎 80 (40、40) 46 石黑 明子 セゴビア 94 (45、49)

7 澤邊 真由美 富士笠間 81 (39、42) 47 佐藤 智美 埼玉国際 95 (47、48)

8 横山 友香 オーク・ヒルズ 83 (43、40) 会澤 美保子 総武 95 (45、50)

柳田 美紀 総武 83 (43、40) 49 三村 弘美 扶桑 96 (49、47)

藤原 聡子 総武 83 (41、42) 熊田 真紀子 セントラル 96 (48、48)

見津 佳子 JGMやさと石岡 83 (40、43) 谷口 由美 ザ・レイクス 96 (48、48)

海野 綾子 猿島 83 (38、45) 佐藤 玲子 山田 96 (48、48)

13 尹 永淑 宍戸ヒルズ 84 (41、43) 富田 奈都 セントラル 96 (48、48)

星野 響子 岡部チサン 84 (40、44) 54 上田 今日子 総武 97 (51、46)

15 山本 華英 千葉国際 85 (43、42) 樋口 美代子 阿見 97 (50、47)

古澤 久絵 武蔵松山 85 (42、43) 花沢 直美 新千葉 97 (49、48)

森 美華 船橋 85 (41、44) 出羽 幹子 総武 97 (47、50)

18 皆川 三代子 芳賀 86 (43、43) 58 町田 公美 皆川城 98 (47、51)

船越 菜美 成田東 86 (42、44) 59 生田目 早苗 オーク・ヒルズ 99 (49、50)

20 新保 美樹 本千葉 87 (45、42) 60 月足 朋子 オーク・ヒルズ 100 (49、51)

鈴木 美穂 龍ヶ崎 87 (44、43) 西岡 薫 オーク・ヒルズ 100 (48、52)

伴 美奈 カレドニアン 87 (44、43) 62 木村 真紀 JGMやさと石岡 101 (49、52)

山野 直美 鷹之台 87 (41、46) 63 谷口 郁子 PGM総成 102 (52、50)

24 徳山 由季 総武 88 (45、43) 64 後藤 祥子 JGMやさと石岡 105 (49、56)

25 竹内 由美子 鹿沼 89 (47、42) 65 加藤 絢香 グレンオークス 109 (59、50)

西 有実子 鳳凰 89 (46、43) 66 山口 さつき オーク・ヒルズ 110 (52、58)

松山 朱実 セントラル 89 (45、44) 欠場 上野 真紀 扶桑

大場 栄理子 セゴビア 89 (44、45) 欠場 上野 陽子 オーク・ヒルズ

- 以 上、 予 選 通 過 － 欠場 芹田 吉美 扶桑

29 才津 智美 ニッソー 90 (48、42)

岩田 玲子 オリムピックナショナル 90 (46、44)

鈴木 知美 本千葉 90 (44、46)

大内田 一美 岡部チサン 90 (43、47)

小畠 裕子 阿見 90 (43、47)

34 岡田 美智子 筑波 91 (52、39)

濱松 由佳 JGMやさと石岡 91 (47、44)

齋木 日奈子 宍戸ヒルズ 91 (45、46)

渡辺 真理 本千葉 91 (43、48)

38 坪井 佳笑 江戸崎 92 (48、44)

金子 愛子 オーク・ヒルズ 92 (47、45)

大村 リカ 宍戸ヒルズ 92 (45、47)

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3ブロック予選競技

PGM総成ゴルフクラブ西・東コース( 6209Yards   Par 72 )


