
平成20年度関東女子ゴルフ選手権第２ブロック予選競技

於： 磯子カンツリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -1 71 野村 敏京 関東ジュニア

2 0 72 木村 麻希 専修大 佐藤 千紘 伊勢原

4 +1 73 石川 陽子 小田原･松田 向後 波香 東名厚木 吉野 茜 千葉桜の里 渡邉 彩香 富士箱根

+2 74

8 +3 75 仲宗根澄香 ニッソー 矢嶋 里菜 霞ヶ関 佐藤 彩香 小田原･松田

11 +4 76 酒匂 直子 東千葉 中田 春加 大厚木 吉田 茜 姉ヶ崎 中島 世衣良慶應義塾大

15 +5 77 内山 久美 新千葉 小山 恵利子日本大 荒川 侑奈 ニッソー 栗原 美佐枝小田原･松田

19 +6 78 木戸 侑来 ロイヤルスター 本宮 あゆみ ニッソー 川岸 史果 大宮国際 杉山 沙羅紗東京五日市

田原 彰乃 群馬

24 +7 79 吉田 眞理 大相模 平林 治子 都留 横須賀直美 セブンレイクス 成田 美寿々千葉国際

八木 美智代ミオス菊川 岩田 佳那 専修大 大谷 幸子 東千葉 小川 真実 オリムピック

上林 静香 東名厚木 後藤 恵 千葉国際 本多 奈央 南富士

35 +8 80 高橋 恵 富士平原 入江 佳子 磯子 清水 かおり 東名厚木 後藤 彩花 千葉国際

39 +9 81 加藤 理刈 伊豆大仁 奥山 ゆかり サニーフィールド 山本 直子 皆川城 藤本 マサ カレドニアン

愛甲 遥 甲斐駒 金子 弥生 東名厚木 長谷川浩子 京 山口 久美 東京湾

岩田 淳子 横浜 金宮 美司 那珂

49 +10 82 福田 哉子 駒澤大 前田 恵理 ダイヤグリーン 池田 律子 東千葉 本田 芙佐子鎌倉

上野 美恵子裾野

54 +11 83 露木 直子 東名厚木 岡田 悠里 セントラル 小坂 順子 千葉 佐々木祥子 妙高

牧野 智子 富里 荒木 幸恵 大厚木

60 +12 84 平林 春芳 富士御殿場

以上、予選通過

田谷 千秋 平塚富士見 高橋 美絵 市原京急 高橋 寿子 皐月･鹿沼 佐々木理恵 ノースショア

板倉 由姫乃上総富士 一万田ひろみ 富里 海野 綾子 猿島

68 +13 85 矢嶋 智都子霞ヶ関 徳本 知恵美新千葉

70 +14 86 川口 文郁恵秦野 水澤 真澄 総武 見津 佳子 紫塚 蓮見 裕里奈南富士

細野 ハヅ季 沼津 海老原真弓 三島 呉本 里恵子諏訪湖 川崎 陽子 大栄

多勢 リサ スプリングフィルズ 川味 千枝 愛鷹

80 +15 87 浜垣 由香 高根 原 重子 鷹 安藤 喜子 東京湾 染谷 信子 中山

大松 千恵子東名厚木 田中 百合子東京湾 加藤 佳代子総武 溝口 裕利江メイプルポイント

88 +16 88 原木 一二三大厚木 板木 裕子 小田原･松田 関根 奈穂美セントラル 後藤 弥生 京

山本 佳世子大厚木 蘆苅 洋子 中山 進藤 美恵子筑波 梅澤 美穂子東千葉

高橋 依巳 ＧＭＧ八王子 野尻 ゆかり セゴビア 古川 美知子東千葉

99 +17 89 伊藤 陽子 鹿沼 進藤 久留美千葉国際 竹下 香織 ブリック＆ウッド 伊藤 結花 ザ・レイクス

高井 和美 岩瀬桜川

104 +18 90 橋本 美幸 磯子 星野 アツ子 富里 相田 ひろみ 浦和 山崎 千鶴子小田原･松田

楠本 和子 沼津 大原 眞理子姉ヶ崎 坂本 良恵 ツインレイクス 今井 信子 袖ヶ浦

小嶋 桃子 オリムピック 仁保 美和子京 倉品 佳笑 花生 上原 由 真名

川岸 紘子 大宮国際

117 +19 91 菅野 恭子 小田原･松田 石井 みさ子 成田東 勝又 紀子 横浜 大矢根眞理 新千葉

121 +20 92 井手 久美子鴨川 海老原笑子 真名 坂井 美千代新千葉 桑田 智惠子オーク・ヒルズ

村上 静 慶應義塾大

126 +21 93 賀爾欽美智子東京湾 人見 洋子 鎌倉

128 +22 94 松元 美幸 エンゼル 藤波 美有 新千葉 倉片 史 ザ・レイクス 大貫 至子 東京湾

132 +23 95 蒲谷 みちよ 富里 小林 由美 富士箱根 山口 八重子姉ヶ崎 菅原 由美子東名厚木

小倉 祥子 成田東 黒田 敏子 相模

138 +24 96 古木 裕子 葉山国際 武田 江美子小田原･松田 木本 京子 姉ヶ崎 宮治 実紀 オーク・ヒルズ

142 +25 97 石川 洋子 サニーフィールド 片山 メリー 中山

144 +26 98 數井 美穂 館山 花沢 直美 新千葉

146 +27 99 塩坂 暁子 中山

147 +28 100 柳井 ひろみ サニーフィールド

失格 畠山 唯 東名厚木

棄権 黒崎 亜加里富里

欠場 福田 智歌子カレドニアン 齋 綾 沼津 野々村和子 メイプルポイント 中澤 寛子 沼津

平成20年4月14日


