
平成19年度関東女子ゴルフ選手権第１ブロック予選競技

於： 平川カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 +2 74 田村 良海 明治大 青木 瀬令奈白水

3 +3 75 本部 智美 ノースショア

4 +4 76 水野 真由美日本大 志賀 友香 塩原

6 +5 77 鈴木 沙季 関東ジュニア 吉野 茜 千葉桜の里 小川 茉奈美新千葉

9 +6 78 折茂 由美子鹿沼 愛甲 遥 甲斐駒 山口 莉穂 富士箱根

12 +7 79 嶋田 江莉 アザレア 高橋 美帆 中央学院大 川口 文郁恵秦野 富永 麻友美鷹彦スリー

杉浦 ちえみ 寄居 佐藤 香保里岡部チサン 平田 悦子 カレドニアン 西名 里佳 千葉新日本

20 +8 80 直井 梨瑛 かずさ 本宮 あゆみ ニッソー 笹生 重子 千葉国際 佐々木理恵 ノースショア

星野 麗香 関東ジュニア 小岩 由加里クリアビュー 耕田 千秋 明治大

27 +9 81 露木 直子 東名厚木 神津 成美 下野 山本 美恵子成田東 田原 彰乃 群馬

松本 夏美 中央学院大

32 +10 82 杉山 美帆 上武 横川 亜希子扶桑 横山 亜弥子浦和 関根 奈穂美セントラル

小島 絵梨香ツインレイクス 小川 真実 オリムピック

38 +11 83 吉田 薫 鶴舞 江原 千秋 ノースショア 原 千登勢ザ・レイクス 後藤 弥生 京

福田 淳子 彩の森 花田 里子 紫塚 宮澤 貞子 白鳳 飛田 愛理 城里

46 +12 84 岩本 昌美 箱根 松山 菜穂子彩の森 鯉沼 良美 東松苑 山崎 久美 習志野

泉 里奈 フォレスト 原野 良子 皐月･佐野 山口 久美 東京湾 上野 真紀 紫塚

54 +13 85 樺山 智子 新千葉 大塚 麗紗 水戸

56 +14 86 本田 芙佐子鎌倉 山口 八重子姉ヶ崎 大谷 幸子 東千葉 庄子 順子 南摩城

近藤 信子 富士箱根 橋本 智代 こだま神川

以上、予選通過

久我 さつき オリムピック

63 +15 87 中村 静江 東千葉 高松 恵子 東京国際 佐藤 恵子 新千葉 仲宗根澄香 ニッソー

加藤 佳代子総武 仁科 敏枝 皐月･佐野 中村 聖子 ノースショア 大塚 悠里 スカイウェイ

呉本 里恵子諏訪湖 野口 優華 新千葉

73 +16 88 湯浅 千晶 習志野 染谷 信子 中山 大徳 照子 新千葉 南 陽子 鷹彦スリー

松山 朱実 セントラル 徳本 知恵美新千葉 高井 和美 岩瀬桜川 富田 南海子ロイヤルオーク

水澤 真澄 総武 浜垣 由香 高根

83 +17 89 山本 直子 皆川城 横山 初枝 岡部チサン 高橋 寿子 皐月･鹿沼 中村 トク子 東千葉

井上 莉花 城里 見津 佳子 鷹 猪股 美恵子上総富士 早川 由紀子ツインレイクス

新井 えり子 杉ノ郷 野尻 ゆかり セゴビア

93 +18 90 井上 道子 栃木ヶ丘 新保 美樹 新千葉 田中 由美 茨城ロイヤル 柴本 尚美 日高

松山 奈津江鹿沼７２ 小松 朝路 成田東 佐瀬 智恵子新千葉 君塚 桂子 鴨川

海老原笑子 東千葉 小池 冷子 紫塚

103 +19 91 仁保 美和子京 陳 公美 中山 倉品 佳笑 花生 小林 由美 富士箱根

郷田 恵子 埼玉国際 岡田 英子 新千葉 石井 みさ子 成田東

110 +20 92 瀬崎 満代 芳賀 濁川 菜美 勝浦 鹿野 千有希東千葉 原 重子 鷹

田子 真里子千葉

115 +21 93 西田 美央 ＧＭＧ八王子 池田 律子 東千葉 亀山 博子 東京五日市 小島 房江 京

長谷川浩子 京

120 +22 94 黒崎 亜加理富里 小磯 玉江 千葉新日本 古川 美知子東千葉 田中 千恵乃ノースショア

坂井 美千代新千葉 坂本 良恵 ツインレイクス 市原 けい子 平川

127 +23 95 明壁 浩美 成田東 今井 信子 袖ヶ浦 藤原 千佳子皐月･鹿沼 菰田 俊江 龍ヶ崎

山田 優美子立川国際

132 +24 96 小堀 育子 皐月･佐野 柴田 裕美子カレドニアン 岡田 悠里 セントラル

135 +25 97 竹生 秀子 佐原 氏家 信子 ノースショア

137 +26 98 石原 麻里 白帆

138 +27 99 松原 元美 富士

139 +28 100 梅沢 美穂子東千葉 稲垣 暁子 浜野

141 +33 105 風間 保子 レイク相模

失格

棄権 福田 葉子 セベ・バレステロス

欠場 鏑木 友子 成田東 人見 洋子 鎌倉 高田 莉花 米山水源 松宮 由季 新千葉

今関 よしみ レインボーヒルズ 小林 清美 阿見

平成19年4月16日


