
平成20年度(第8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： 江戸崎カントリー倶楽部・東コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 +1 73 長瀬 万寿 東京

+2 74

+3 75

2 +4 76 沓澤 良子 江戸崎 関根 奈穂美 セントラル

4 +5 77 松山 菜穂子 彩の森 田谷 千秋 平塚富士見

6 +6 78 平田 悦子 カレドニアン 小田倉 富士子 芳賀 後藤 弥生 京 上野 美恵子 裾野

10 +7 79 矢嶋 智都子 霞ヶ関 石井 みさ子 成田東 岩本 昌美 箱根 加藤 佳代子 総武

平野 いずみ 南摩城 石塚 靖子 我孫子 渡辺 良子 相模 明壁 浩美 成田東

才津 智美 ニッソー

19 +8 80 増田 京子 筑波 江原 千秋 ノースショア 浜垣 由香 高根

22 +9 81 岩間 恵 東松山 今井 信子 袖ヶ浦 鏑木 友子 成田東 上野 真紀 紫塚

松山 奈津江 鹿沼７２ 南 陽子 鷹彦スリー 三木 美奈子 ニッソー 陳 公美 中山

宮下 良美 扶桑 吉田 麻耶 武蔵

32 +10 82 花田 里子 紫塚 松野 雅子 カレドニアン 入江 佳子 磯子 宮澤 貞子 白鳳

栗原 美佐枝 小田原･松田 山本 美恵子 成田東 佐藤 恵子 新千葉

39 +11 83 藤本 マサ カレドニアン 古澤 久絵 扶桑 田中 恵美子 嵐山 細野 ハヅ季 沼津

本宮 あゆみ ニッソー 佐藤 由紀子 富士御殿場 進藤 美恵子 筑波 小川 裕子 扶桑

新保 美樹 新千葉 金子 弥生 東名厚木

49 +12 84 村上 喜代子 立科 今井 啓子 白鳳 福田 葉子 セベ・バレステロス 徳本 知恵美 新千葉

新井 えり子 太平洋・佐野ヒルクレスト 山口 久美 東京湾 見津 佳子 紫塚 森 澄子 富士御殿場

横川 亜希子 扶桑 利 和子 日高

59 +13 85 松原 元美 富士 山口 八重子 姉ヶ崎

－以 上、予 選通 過　－

杉山 基子 本厚木 山本 節子 玉造 仁保 美和子 京 牧野 智子 富里

中桐 彩 朝霧ジャンボリー 齋 綾 沼津 河辺 陽子 カレドニアン 海野 綾子 猿島

助川 たい子 宍戸ヒルズ 柴本 尚美 日高 小俣 静江 東京五日市

72 +14 86 八巻 奈津美 笠間東洋 永野 ツタエ 伊豆にらやま 横山 仁美 江戸崎 岡田 栄子 清川

伊藤 朝子 成田東 佐竹 千春 東名厚木 久我 さつき オリムピック 蒲谷 みちよ 富里

山崎 久美 習志野 高橋 美絵 市原京急 宮治 実紀 オーク・ヒルズ 鹿野 千有希 東千葉

池田 律子 東千葉

85 +15 87 三澤 万寿美 セベ・バレステロス 瀬崎 満代 芳賀 一万田 ひろみ 富里 北原 アヤ子 玉造

楠本 和子 沼津 吉川 由希子 江戸崎 高杉 満紀子 レーサム 小林 清美 阿見

山本 節子 小田原･松田

94 +16 88 野尻 ゆかり セゴビア 澁谷 明美 中津川 原 重子 鷹 内山 朝子 皐月･佐野

柴野 恵子 鶴舞 高橋 寿子 皐月･鹿沼 海老原 笑子 真名 乙丸 知子 新千葉

山下 勢津子 ブリック＆ウッド 里見 澄子 佐野

104 +17 89 松宮 由季 新千葉 五十嵐 洋子 チャーミング藤岡 岸上 典子 芳賀 岡野 優子 総成

梅澤 美穂子 東千葉 湯浅 千晶 習志野 野村 明代 我孫子 秋葉 恵美子 真名

古木 裕子 葉山国際 佐藤 都美子 鎌倉 米田 康代 江戸崎 鈴木 麻里子 扶桑

西 明美 富里 藤原 千佳子 京 黒田 敏子 戸塚

119 +18 90 山上 和子 富士御殿場 黒崎 亜加理 富里 篠原 安芸 京 吉田 薫 鶴舞

田中 留理 成田東 川崎 和子 富士御殿場 大橋 みどり 箱根

126 +19 91 松本 洋子 東京五日市 小野 文代 バークレイ 和食 佐和子 姉ヶ崎 中澤 節子 湘南シーサイド

齊野 陽子 ケントス 山崎 千鶴子 小田原･松田 大崎 久美子 湘南シーサイド 大原 眞理子 姉ヶ崎

134 +20 92 三阪 茂子 廣済堂埼玉 多勢 リサ スプリングフィルズ 新井 麻衣子 成田東

137 +21 93 西田 さなえ 成田GC 近藤 道子 埼玉 山本 誉子 富士御殿場 原 和子 中津川

石原 麻里 白帆 古川 美知子 東千葉

143 +22 94 田中 由美 茨城ロイヤル 菅原 由美子 東名厚木

145 +23 95 小倉 幸子 湘南シーサイド 武田 江美子 小田原･松田 西島 典子 霞台

148 +24 96 花木 栄子 玉造 花沢 直美 新千葉

150 +25 97 松山 朱実 セントラル 梶本 美津子 湘南シーサイド 小宮 妙子 日高 小松 朝路 成田東

柴田 裕美子 カレドニアン

155 +26 98 酒巻 葉子 東京

156 +37 109 佐久間 公子 習志野

失格

棄権

欠場 稲川 とし子 芳賀 海老原 真弓 三島 竹田 百合惠 グリーンバレイ 濱野 貴美枝 セゴビア

江澤 三保子 習志野 橋本 栄子 船橋

平成20年9月5日


