
平成１９年度（第７回）　関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権第１ブロック予選競技

於： 清川カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 0 72 松本 京子 鳩山

+1 73

2 +2 74 栗原 美佐枝小田原･松田

3 +3 75 田中 真弓 成田東 上野 美恵子裾野 安藤 善子 東京湾 本宮 あゆみ ニッソー

森山 明子 石坂 平田 悦子 カレドニアン

9 +4 76 江原 千秋 ノースショア 田谷 千秋 平塚富士見 宮治 実紀 オーク・ヒルズ 松宮 由季 新千葉

加藤 理刈 伊豆大仁 吉田 眞理 大相模

15 +5 77 今井 信子 袖ヶ浦 小岩 由加里クリアビュー 落合 麻紀 箱根 田中 恵美子嵐山

19 +6 78 今井 啓子 白鳳 水野 佐代子東名厚木 平野 いずみ南摩城 別府 砂織 サニー

小島 絵梨香ツインレイクス

24 +7 79 高杉 満紀子プレス 楠本 和子 沼津 渡辺 良子 相模 関澤 邦子 ツインレイクス

榎本 紀代美皆川城 野尻 ゆかり セゴビア 杉浦 ちえみ 寄居 横川 亜希子扶桑

佐藤 恵子 新千葉

33 +8 80 鈴木 ちえ子 川越 陳 公美 中山 黒野 美奈 富士御殿場 原口 莉絵子彩の森

金子 弥生 東名厚木

38 +9 81 野々村和子 メイプルポイント 藤本 マサ セントラル 佐久間祐子 秦野 五十嵐洋子 チャーミング藤岡

中村 聖子 ノースショア 堀江 美奈子入間 林 ツヤ子 大厚木 澁谷 明美 中津川

46 +10 82 佐々木順子 ノースショア 松沢 江美 栃木ヶ丘 佐久間みち 習志野 溝口 裕利江メイプルポイント

蘆苅 洋子 中山 水澤 真澄 総武 森本 加奈子セントラル 小嶋 桃子 オリムピック

平林 治子 都留 平林 春芳 富士御殿場 塚本 晶子 裾野 板木 裕子 小田原･松田

上條 ゆかり 秋山 永瀬 美代子武蔵

60 +11 83 津堅 典子 カバヤ

以上、予選通過

熊澤 勢以子箱根 猪股 美恵子上総富士 荒木 幸恵 大厚木 柴本 尚美 日高

藤原 千佳子皐月･鹿沼 山崎 千鶴子小田原･松田 徳本 知恵美新千葉 山口 加津子裾野

高橋 依巳 ＧＭＧ八王子 岡野 優子 総成

71 +12 84 長谷川浩子 京 井手 久美子鴨川 山口 久美 東京湾 海老原真弓 三島

森田 朋子 セゴビア 阿部 信子 成田GC 井上 道子 栃木ヶ丘 三奈木幸子 秦野

大原 眞理子姉ヶ崎

80 +13 85 山内 佳子 太平洋・佐野ヒルクレスト 北原 アヤ子 玉造 大竹 紀子 武蔵 桑田 智惠子オーク・ヒルズ

財津 由美 太平洋・佐野ヒルクレスト 鹿野 千有希東千葉 仁保 美和子京 秋山 悠子 廣済堂埼玉

市川 悦子 東名厚木

89 +14 86 岸上 典子 伊香保GC・岡崎城 安彦 真佐子東京五日市 池田 朋代 小田原･松田 倉品 佳笑 花生

宮下 良美 扶桑 大松 千恵子東名厚木 深山 文美代袖ヶ浦 高松 恵子 東京国際

竹節 嘉恵 信濃

98 +15 87 榊原 まり子 清川 竹生 秀子 佐原 尾崎 直美 中山 佐竹 千春 東名厚木

新保 美樹 新千葉 杉山 基子 相模野 大山 孝子 オリムピック 櫻井 和江 東京湾

106 +16 88 島路 五百子平塚富士見 原 和子 中津川 岩本 昌美 箱根 岩下 志保 裾野

岡田 栄子 清川

111 +17 89 國分 美枝子裾野 武井 優子 秦野 久保田孝恵 大相模 横山 仁美 江戸崎

山崎 章子 サンヒルズ 見津 佳子 紫塚 柴田 裕美子カレドニアン

118 +18 90 那須 由美子東名厚木 長屋 トク子 大相模 多勢 リサ スプリングフィルズ 山岡 加恵 日高

山上 和子 富士御殿場

123 +19 91 梶本 美津子湘南シーサイド 岩佐 恵子 相模湖

125 +20 92 梅澤 美穂子東千葉 河井 裕子 相模湖 進藤 美恵子筑波 坂井 美千代新千葉

宮澤 由紀子秋山

130 +21 93 松本 千津子レインボー 中桐 彩 朝霧ジャンボリー 伊藤 美也子裾野 賀爾欽美智子東京湾

小方 弘子 花生

135 +22 94 柳井 ひろみ サニーフィールド 今井 十三子新千葉 神戸 幸子 相模野 松山 朱実 セントラル

李 ソーヨン東京湾

140 +23 95 安田 美智子袖ヶ浦

141 +24 96 郷田 恵子 埼玉国際

142 +25 97 里見 早苗 袖ヶ浦

+26 98

+27 99

143 +28 100 長久保由美子秦野

144 +29 101 武田 江美子小田原･松田

145 +30 102 小宮 妙子 日高

失格

棄権

欠場 木本 京子 姉ヶ崎 安部 芳子 東名厚木 平川 朱美 千葉夷隅 斉藤 孝子 東名厚木

寺井 恵美 府中 塩坂 暁子 中山 番場 とし子 ＧＭＧ八王子

平成19年9月3日


