
平成16年度　関東女子ゴルフ選手権決勝競技
第１ラウンド

於： 我孫子ゴルフ倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -1 71 佐藤 里菜 ロイヤルスター

2 0 72 篠塚 美幸 富里 若林 舞衣子 関東女子 鯉渕 梨沙 紫塚

5 +1 73 南雲 真理 岡部チサン 堀 瑞穂 三島スプリングス 岡宮 路子 小田原湯本

8 +2 74 金子 未来 日本大 安田 このみ ファイブエイト

10 +3 75 吉田 弓美子 関東女子 杉山 加奈 東宇都宮 増島 忍 関東女子

13 +4 76 栗原 美佐枝 小田原･松田 森 桜子 扶桑 藤田 幸希 バークレイ 高橋 香雅美 小田原･松田

小川 茉奈美 新千葉

18 +5 77 川味 千枝 愛鷹 西村 麻衣 専修大 長島 美佳 御殿場 福田 淳子 彩の森

安田 記子 関東女子 関根 奈穂美 セントラル 大川 久乃 日本大 岡野 絵梨香 ツインレイクス

26 +6 78 西村 友希 関東ジュニア 黒沢 有希 中央学院大 青木 敬子 富士箱根 青木 英子 千葉

宮田 麻美 あさひヶ丘 増田 京子 筑波 佐々木祥子 妙高 澁谷 知里 フォレスト

林 佳世子 ロイヤルスター

35 +7 79 江原 千秋 ノースショア 荒幡 桂子 岡部チサン 市川 慶子 江戸崎 加藤 理刈 伊豆大仁

中島 佳奈子 甲斐駒 杉浦 ちえみ 寄居 山下 乃子 専修大 石川 彩子 浅見

43 +8 80 渡辺 恵子 高根 上野 千鶴 ゴールデンレイクス 平田 悦子 カレドニアン 綾田 紘子 大宮国際

斉藤 愛璃 太陽 亀井 綾夏 関東ジュニア 大石 優子 宍戸ヒルズ 高島 幸 鹿沼７２

51 +9 81 中村 英美 栃木ヶ丘 横須賀直美 セブンレイクス 片野 由布 大厚木 加藤 仁美 高根

小坂 順子 千葉 南雲 貴菜 岡部チサン 矢嶋 里菜 霞ヶ関

58 +10 82 吉田 ケイ子 武蔵 本部 智美 ノースショア 永嶋 亜沙日 富士箱根 山本 美惠子 新千葉

江澤 三智子 習志野 中里 さや香 藤岡 竹田 百合惠 グリーンバレイ 上野 美恵子 裾野

66 +11 83 徳本 知恵美 新千葉 石毛 里美 新千葉 亀井 陽子 河口湖 小山 陽子 鷹彦スリー

岩田 淳子 横浜 五十嵐洋子 藤岡 森 美代 船橋 神宮寺典子 東松苑

田谷 千秋 平塚富士見 福田 葉子 セベ・バレステロス 田村 麻衣 ロイヤルスター

77 +12 84 露木 直子 東名厚木 佐藤 文香 豊岡国際 佐藤 彩香 小田原･松田 鏑木 友子 成田スプリングス

小山 恵利子 関東女子 金 沙織 都賀 吉田 寛子 富士箱根 吉田 陽子 中央都留

高橋 友希子 日本 松本 京子 鳩山 神津 成美 下野 嶋田 マユミ 皐月･佐野

後藤 弥生 京 大山 孝子 オリムピック 小森 幸恵 矢板

92 +13 85 神戸 幸子 相模野 小川 真実 オリムピック 鈴木 麻美 カレドニアン 松宮 由季 新千葉

望月 和 大平台 山田 英津子 大洗 奈良 淳子 伊勢原 伊東 法子 皐月･佐野

100 +14 86 金子 弥生 東名厚木 上野 よし子 小田原･松田 山崎 久美 習志野 松山 奈津江 鹿沼７２

八向 真帆 烏山城

105 +15 87 吉田 薫 鶴舞 楠 達子 船橋 加藤 勝栄 相模原 尾関 久江 武蔵

大松 千恵子 東名厚木

110 +16 88 倉片 史 ザ・レイクス 吉野 香 千葉夷隅 渡辺 良子 東名厚木 大徳 照子 新千葉

見津 佳子 鷹

115 +17 89 石井 惠子 箱根 上條 滋子 松本 外山 優子 秋山 越川 富士子 東京五日市

中村 トク子 東千葉 松沢 江美 栃木ヶ丘

121 +18 90 伊藤 結花 ザ・レイクス 稗田 るみ 習志野 西田 美千子 東千葉 高松 恵子 東京国際

125 +19 91 江澤 三保子 習志野 佐田 マユミ ＧＭＧ八王子

127 +20 92 水野 佐代子 東名厚木 本田 芙佐子 鎌倉 松野 信子 東松山

130 +21 93 服部 みつ 伊豆大仁

131 +22 94 室野 まゆみ 沼津 上原 由 真名 安部 芳子 東名厚木

134 +23 95 齋 綾 凾南

+24 96

135 +25 97 真島 ヨシエ 東京カントリー

欠場 坂尾 栄子 レインボーヒルズ 飯島 茜 ニッソー 村田 里香 葉山国際

平成16年5月17日


