
平成20年度関東女子ゴルフ選手権第１ブロック予選競技

於： 甘楽カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 +1 73 山口 莉穂 富士箱根

2 +2 74 杉山 美帆 上武

3 +3 75 カヤット アケミナカタ 袖ヶ浦

4 +4 76 水野 真由美南長野 高橋 美帆 中央学院大 小川 茉奈美新千葉

7 +5 77 小池 佳代 立川国際 前田 千尋 越生

9 +6 78 小宮 陽子 都留 上野 真紀 紫塚 杉岡 千里奈チャーミング関越 宮田 麻実 あさひヶ丘

13 +7 79 鯉沼 良美 東松苑 泉 里奈 フォレスト 平田 悦子 カレドニアン 小田倉富士子芳賀

嶋田 江莉 アザレア 阿部 悠 柏崎黒姫

19 +8 80 飛田 愛理 城里 坂本 真菜 境川 松本 京子 鳩山 松本 夏美 中央学院大

井上 莉花 城里 松沢 浩子 太田双葉 田村 良海 静ヒルズ 橋添 香 ヴィンテージ

橋添 南 明治大 花田 里子 紫塚 青木 敬子 富士箱根

30 +9 81 小島 絵梨香ツインレイクス 真尾 万里 関東ジュニア 南 陽子 鷹彦スリー 本部 智美 ノースショア

富澤 真理子白帆

35 +10 82 西村 美希 セゴビア 佐々木萌有 京 松山 菜穂子彩の森 山本 美恵子成田東

39 +11 83 村田 理沙 オリムピック 高田 莉花 米山水源 粕谷 美佳 ファイブエイト 福田 淳子 彩の森

田島 淳江 チャーミング藤岡 田中 博子 ツインレイクス

45 +12 84 小森 幸恵 矢板 野口 優華 新千葉 五十嵐洋子 チャーミング藤岡 植田 希実子大宮国際

佐藤 文香 豊岡国際 鈴木 ありさ 矢板 瀬崎 満代 芳賀 橋本 智代 こだま神川

小林 かおり 立川国際 宮澤 利衣 ファイブエイト

55 +13 85 加藤 仁美 高根 小俣 静江 東京五日市 中村 聖子 ノースショア 直井 梨瑛 千葉

横川 亜希子扶桑 竹節 嘉恵 信濃

以上、予選通過

宮澤 由衣 ファイブエイト 押尾 紗樹 岡部チサン 小岩 由加里クリアビュー 森山 明子 石坂

65 +14 86 河辺 陽子 カレドニアン 鏑木 友子 成田東 石橋 瞳 東名厚木 安彦 真佐子東京五日市

松山 奈津江鹿沼７２ 橋本 美鈴 東京五日市 川崎 芽衣 慶應義塾大 上野 千鶴 ゴールデンレイクス

久我 さつき オリムピック 八巻 奈津美笠間東洋 島村 優美子甲斐駒

76 +15 87 大塚 悠里 スカイウェイ 宮崎 千瑛 鷹 吉田 薫 鶴舞 原口 莉絵子彩の森

横山 亜弥子浦和 田辺 美恵子チャーミング藤岡 明壁 浩美 成田東 増田 京子 筑波

畠井 千代子ケントス

85 +16 88 中村 静江 東千葉 原野 良子 皐月･佐野 杉浦 ちえみ 寄居 松宮 由季 新千葉

津堅 典子 カバヤ 新戸 沙矢香秦野

91 +17 89 安達 真弓 鹿沼７２ 井上 道子 栃木ヶ丘 新井 えり子 太平洋・佐野ヒルクレスト 原 千登勢ザ・レイクス

才津 智美 ニッソー

96 +18 90 乙丸 知子 新千葉 青木 英子 千葉 神鷹 佳子 サンヒルズ 江原 千秋 ノースショア

100 +19 91 新井 麻衣子成田東 小笠原恵美子彩の森 猪股 美恵子上総富士 神宮寺典子 東松苑

稲葉 瞳 慶應義塾大 大竹 紀子 武蔵 望月 和 大平台

107 +20 92 高松 恵子 東京国際 千葉 祥子 東千葉 宮本 芳美 セベ・バレステロス 君塚 桂子 鴨川

柴田 章江 浦和

112 +21 93 仁科 敏枝 皐月･佐野 利 和子 日高 柴本 尚美 日高 岸上 典子 芳賀

杉山 ひろ子 武蔵松山

117 +22 94 小島 美智子飯能グリーン 三木 美奈子ニッソー 松本 洋子 東京五日市 小島 房江 鶴舞

野口 三佐子ベルエア 平木 崇子 彩の森 眞田 明美 彩の森 横山 初枝 岡部チサン

125 +23 95 新保 美樹 新千葉 小川 裕子 扶桑 竹生 秀子 佐原 平野 いずみ南摩城

中村 節子 長野 小堀 育子 皐月･佐野

131 +24 96 濁川 菜美 成田東 鈴木 輝子 霞ヶ関 柴田 裕美子カレドニアン 齋野 陽子 ケントス

小川 美奈子成田東 小松 朝路 成田東

+25 97

137 +26 98 高野 南美江ツインレイクス

138 +27 99 光國 真理子武蔵松山 田子 真里子大平台 阿部 淳子 桜ヶ丘

141 +28 100 藤原 千佳子皐月･鹿沼

142 +29 101 西 明美 富里

+30 102

143 +31 103 稲葉 由紀 赤城国際

144 +32 104 岩間 恵 東松山

+33 105

+34 106

145 +35 107 今井 十三子新千葉

146 +36 108 小川 いずみ姉ヶ崎

失格

棄権

欠場 鹿野 千有希東千葉 亀山 博子 東京五日市 宮澤 亜衣 ファイブエイト 青木 啓子 緑野

山本 誉子 富士御殿場 佐藤 香織 皐月･佐野 大塚 麗紗 水戸

平成20年4月15日


