
平成16年度　関東女子ゴルフ選手権第２ブロック予選競技

於： 芙蓉カントリー倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名

1 +4 76 青木 敬子 富士箱根 飯島 茜 ニッソー 栗原 美佐枝 小田原･松田 吉田 寛子 富士箱根

5 +5 77 小川 茉奈美 新千葉 林 佳世子 ロイヤルスター

7 +6 78 佐藤 彩香 小田原･松田 髙橋 香雅美 小田原･松田 長島 美佳 御殿場

10 +7 79 望月 和 大平台

11 +8 80 大川 久乃 日本大 斉藤 愛璃 太陽

13 +9 81 石毛 里美 新千葉 上野 千鶴 ゴールデンレイクス 増田 京子 筑波 森 美代 船橋

17 +10 82 岩田 淳子 横浜 大石 優子 宍戸ヒルズ 片野 由布 大厚木 川味 千枝 愛鷹

倉片 史 ザ・レイクス 鈴木 麻美 カレドニアン 高松 恵子 東京国際 水野 佐代子 東名厚木

25 +11 83 安部 芳子 東名厚木 石井 惠子 箱根 大松 千恵子 東名厚木 後藤 弥生 京

小森 幸恵 矢板 杉浦 ちえみ 寄居 田村 麻衣 ロイヤルスター 外山 優子 秋山

稗田 るみ 習志野

34 +12 84 江澤 三智子 習志野 尾関 久江 武蔵 金子 未来 日本大 鏑木 友子 成田スプリングス

齋 綾 凾南 永嶋 亜沙日 富士箱根 島 ヨシエ 東京カントリー 松宮 由季 新千葉

村田 里香 葉山国際

43 +13 85 江澤 三保子 習志野 加藤 理刈 伊豆大仁 楠 達子 船橋 徳本 知恵美 新千葉

服部 みつ 伊豆大仁 吉田 薫 鶴舞 渡辺 良子 東名厚木

50 +14 86 上野 よし子 小田原･松田 大徳 照子 新千葉 本田 芙佐子 鎌倉 室野 まゆみ 沼津

山﨑 久美 習志野 山本 美惠子 新千葉 吉田 ケイ子 武蔵

以上、予選通過

伊藤 陽子 鹿沼 入江 佳子 磯子 黒岩 果織 プリンスランド 石塚 靖子 サニーフィールド

61 +15 87 荒井 奈緒子 新千葉 木本 京子 姉ヶ崎 馬場 延子 富士御殿場 藤井 恵利子 富士御殿場

森 澄子 富士御殿場 八木 美智代 ミオス菊川

67 +16 88 石井 恵子 大秦野 市原 けい子 平川 岩本 昌美 富士御殿場 川島 みゑ子 平塚富士見

林 ツヤ子 富士箱根 平林 春芳 富士御殿場 山上 和子 富士御殿場

74 +17 89 落合 麻紀 小田原･松田 河西 ひろみ 小田原･松田 熊澤 勢以子 箱根 曽根 裕子 東名厚木

78 +18 90 大崎 久美子 湘南シーサイド 太田 由妃枝 千葉国際 木部 みち子 茅ヶ崎 黒沼 カホル 小御門

近藤 信子 富士箱根 四竃 恵美子 葉山国際 藤本 マサ セントラル

85 +19 91 池田 純子 裾野 小島 美智子 新千葉 鈴木 ゆり子 富士御殿場 宮澤 貞子 新千葉

山口 八重子 姉ヶ崎

90 +20 92 蘆苅 洋子 太陽 勝又 紀子 横浜 久保田孝恵 大相模 黒野 美奈 富士御殿場

澁谷 明美 中津川 千葉 妙子 相模野 寺本 優子 鎌倉

97 +21 93 小路 知加子 東名富士 斉藤 順子 南総 原木 一二三 大厚木

100 +22 94 猪股 美恵子 上総富士 加藤 佳代子 総武 菰田 俊江 龍ヶ崎 野澤 理恵 立川国際

人見 洋子 鎌倉 松戸 玲子 宍戸ヒルズ

106 +23 95 小林 由美 秦野 白樹 栞 大利根

108 +24 96 斉藤 好美 伊豆にらやま 中澤 節子 湘南シーサイド 西部 和恵 大厚木 藤波 美有 新千葉

山本 慈子 館山

113 +25 97 田子 真里子 大平台 宮下 良美 扶桑

115 +26 98 関下 美嘉 東名厚木 陳 公美 中山 西野 経子 ミオス菊川

+27 99

118 +28 100 原 和子 中津川

119 +29 101 池田 朋代 小田原･松田

+30 102

+31 103

+32 104

120 +33 105 松山 朱実 南摩城

棄権 西川 啓子 武蔵 馬場 豊子 サニーフィールド

欠場 甘利 宏子 新千葉 西本 順姫 ダイワヴィンテージ 藤田 裕子 新千葉

平成16年4月19日


