
会場：

期日：
エントリー： 60名

出場： 59名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 小澤 千恵子 白水 78 (38、40) 繁野 京子 桜ヶ丘 93 (44、49)

2 楢松 千香子 石坂 80 (40、40) 42 田澤 あつ美 武蔵野 94 (47、47)

3 森山 明子 石坂 81 (39、42) 吉﨑 尚子 桜ヶ丘 94 (47、47)

4 小池 晶代 白水 82 (40、42) 44 田所 早知 越生 95 (49、46)

藤 伊津子 つくばね 82 (39、43) 三ツ石 啓子 ヴィレッジ東軽井沢 95 (46、49)

6 瀬野 ちどり 桜ヶ丘 85 (43、42) 藤平 智子 あさひヶ丘 95 (46、49)

染野 さち子 岡部チサン 85 (42、43) 秋田 のぶ子 武蔵野 95 (44、51)

榎本 千鳥 相武 85 (42、43) 48 田中 由美 茨城ロイヤル 96 (48、48)

9 水澤 真澄 筑波 86 (44、42) 小田倉 富士子 芳賀 96 (46、50)

10 杉本 てい子 相武 87 (45、42) 50 鈴木 治美 東京 97 (49、48)

山田 眞理子 鶴舞 87 (43、44) 深山 文美代 袖ヶ浦 97 (48、49)

吉田 みどり 石坂 87 (42、45) 小川 幸子 浦和 97 (48、49)

13 永井 清子 小幡郷 88 (45、43) 53 岩楯 千恵子 姉ヶ崎 98 (49、49)

濵田 里美 姉ヶ崎 88 (45、43) 濱野 道子 浦和 98 (47、51)

佐藤 眞弓 桜ヶ丘 88 (45、43) 55 小宮 妙子 東京 100 (50、50)

亀山 博子 高麗川 88 (44、44) 56 佐藤 三枝子 相武 103 (54、49)

17 大熊 祐子 日高 89 (47、42) 稲辺 洋子 太平洋・御殿場 103 (47、56)

大村 恵子 東京国際 89 (44、45) 58 馬渕 恵美子 セントラル 104 (50、54)

大澤 伸江 富士箱根 89 (43、46) 59 倉上 昌子 桜ヶ丘 106 (56、50)

横山 惠子 津久井湖 89 (43、46) 欠場 玉田 美恵子 芳賀

21 下条 房子 石坂 90 (46、44)

津堅 典子 オリムピック 90 (46、44)

山口 八重子 姉ヶ崎 90 (45、45)

福田 和子 皐月･佐野 90 (45、45)

- 以 上、 予 選 通 過 －

内山 和江 津久井湖 90 (42、48)

26 鵜野 重子 高根 91 (48、43)

松本 洋子 東京五日市 91 (47、44)

迫本 宣子 東京 91 (47、44)

鯛 知子 武蔵野 91 (47、44)

本田 芙佐子 芙蓉 91 (46、45)

出雲 映子 おおむらさき 91 (46、45)

春原 惠子 相武 91 (46、45)

今福 陽子 石坂 91 (45、46)

柴本 尚美 日高 91 (44、47)

35 高田 珠実 あさひヶ丘 92 (49、43)

中井 千春 オリムピック 92 (46、46)

37 錦織 景子 越生 93 (49、44)

清水 紫 太平洋・御殿場 93 (48、45)

渡辺 眞理子 越生 93 (46、47)

菊池 文子 岡部チサン 93 (44、49)

4月30日(金)

2021年関東女子グランドシニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

桜ヶ丘カントリークラブ( 5592Yards   Par 72 )


