
会場： 相模湖カントリークラブ　桜・百合コース( 6151Yards   Par 72 )

期日：
エントリー： 141名

出場： 138名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 野村 敏京 関東ジュニア 69 (34、35) 黒田 佐智 千葉桜の里 81 (39、42) 小林 恵 甲斐芙蓉 87 (45、42) 123 蒲谷 みちよ 富里 96 (45、51)

2 富澤 真理子 白帆 71 (35、36) 佐藤 由香利 柏崎黒姫 81 (39、42) 岩田 淳子 横浜 87 (45、42) 124 篠原 安芸 京 97 (48、49)

3 金子 萌 玉川 72 (36、36) 川岸 絋子 大宮国際 81 (38、43) 中村 聖子 ノースショア 87 (43、44) 高後 富美江 富士平原 97 (48、49)

石川 陽子 小田原･松田 72 (35、37) 45 島村 優美子 甲斐駒 82 (43、39) 佐藤 文香 豊岡国際 87 (42、45) 小林 利智子 東名厚木 97 (47、50)

5 杉岡 千里奈 関越ハイランド 73 (34、39) 笹原 優美 大宮国際 82 (42、40) 永瀬 美代子 武蔵 87 (42、45) 127 小堀 育子 皐月･佐野 98 (51、47)

6 橋添 南 ヴィンテージ 74 (38、36) 山口 莉穂 富士箱根 82 (41、41) 杉山 基子 本厚木 87 (42、45) 128 岩佐 恵子 相模湖 99 (46、53)

桑原 えりか 日高 74 (37、37) 呉本 里恵子 諏訪湖 82 (41、41) 進藤 富美 伊豆にらやま 87 (41、46) 129 高松 恵子 東京国際 100 (49、51)

8 木戸 侑来 ロイヤルスター 75 (40、35) 辻 梨恵 小田原･松田 82 (39、43) 89 山崎 千鶴子 小田原･松田 88 (46、42) 130 小林 由美 富士箱根 101 (53、48)

本多 奈央 南富士 75 (38、37) 小田倉 富士子 芳賀 82 (39、43) 楠美 さおり 東名厚木 88 (43、45) 131 高橋 富士子 鳩山 103 (49、54)

本部 智美 ノースショア 75 (37、38) 岩田 佳那 専修大 82 (39、43) 長田 若菜 富士御殿場 88 (43、45) 132 近藤 道子 埼玉 105 (55、50)

原野 良子 皐月･佐野 75 (37、38) 52 石山 翔子 フォレスト 83 (43、40) 上條 ゆかり 秋山 88 (42、46) 佐藤 都美子 鎌倉 105 (52、53)

柳澤 美冴 下秋間 75 (36、39) 清野 未琴 フォレスト 83 (42、41) 93 溝口 裕利江 メイプルポイント 89 (45、44) 亀山 博子 東京五日市 105 (49、56)

高橋 香雅美 小田原･松田 75 (36、39) 福田 哉子 駒澤大 83 (42、41) 宮崎 優子 小田原･松田 89 (44、45) 135 小倉 祥子 成田東 106 (57、49)

14 高田 莉花 米山水源 76 (39、37) 吉田 眞理 大相模 83 (41、42) 横山 初枝 岡部チサン 89 (43、46) 三阪 茂子 廣済堂埼玉 106 (53、53)

川岸 史果 大宮国際 76 (39、37) 田谷 千秋 平塚富士見 83 (41、42) 96 小島 房江 鶴舞 90 (43、47) 137 齊藤 浩子 武蔵 107 (50、57)

江澤 亜弥 こだま神川 76 (38、38) 小嶋 桃子 オリムピック 83 (40、43) 大竹 紀子 武蔵 90 (43、47) 棄権 菅原 由美子 東名厚木

押尾 紗樹 岡部チサン 76 (37、39) 山本 佳世子 大厚木 83 (39、44) 矢嶋 智都子 霞ヶ関 90 (41、49) 欠場 朴 映信 東千葉

18 志賀 友香 塩原 77 (39、38) 川崎 陽子 大栄 83 (39、44) 99 濁川 菜美 成田東 91 (48、43) 欠場 津堅 典子 カバヤ

高橋 恵 富士平原 77 (38、39) － 以 上、 予 選 通 過　－ 平林 春芳 富士御殿場 91 (45、46) 欠場 若林 昭子 廣済堂埼玉

西山 美希 小田原･松田 77 (37、40) 保坂 真由 鹿沼72 83 (38、45) 東 真美 大厚木 91 (44、47)  
向後 波香 関東ジュニア 77 (37、40) 61 箕手 愛美 マナ 84 (42、42) 武田 江美子 小田原･松田 91 (43、48)  

22 渡邉 彩香 富士箱根 78 (41、37) 古木 裕子 葉山国際 84 (42、42) 千野 理恵 白水 91 (42、49)  
橋添 香 ヴィンテージ 78 (40、38) 荒木 幸恵 大厚木 84 (40、44) 見津 佳子 紫塚 91 (41、50)  
村田 理沙 オリムピック 78 (38、40) 稲葉 瞳 慶應義塾大 84 (39、45) 105 野々村 和子 メイプルポイント 92 (46、46)  
栗原 美佐枝 小田原･松田 78 (37、41) 小池 佳代 立川国際 84 (36、48) 伴 美奈 オーク・ヒルズ 92 (46、46)  

26 板倉 栞 房総 79 (40、39) 66 折茂 由美子 鹿沼 85 (43、42) 川口 文郁恵 秦野 92 (46、46)  
佐々木 萌有 京 79 (40、39) 耕田 千秋 桜 85 (41、44) 仁科 敏枝 皐月･佐野 92 (46、46)  
小川 茉奈美 新千葉 79 (40、39) 松本 京子 鳩山 85 (39、46) 粕谷 美佳 ファイブエイト 92 (46、46)  
平林 治子 都留 79 (36、43) 69 加藤 理刈 伊豆大仁 86 (44、42) 松本 洋子 東京五日市 92 (45、47)  

30 杉山 沙羅紗 慶應義塾大 80 (43、37) 山口 久美 東京湾 86 (43、43) 田中 純子 葉山国際 92 (44、48)  
小川 真実 オリムピック 80 (42、38) 佐藤 彩香 小田原･松田 86 (42、44) 小林 かおり 武蔵 92 (44、48)  
上野 美恵子 裾野 80 (41、39) 高橋 寿子 皐月･鹿沼 86 (42、44) 眞田 明美 彩の森 92 (41、51)  
佐々木 祥子 妙高 80 (41、39) 森山 明子 石坂 86 (42、44) 114 坂井 美千代 新千葉 93 (46、47)  
石橋 瞳 東名厚木 80 (39、41) 安田 彩乃 千葉国際 86 (41、45) 高橋 依巳 ＧＭＧ八王子 93 (43、50)  
横須賀 直美 セブンレイクス 80 (39、41) 鏑木 友子 成田東 86 (41、45) 116 柴田 章江 浦和 94 (50、44)  
亀田 愛里 富士御殿場 80 (38、42) 利 和子 日高 86 (41、45) 鈴木 輝子 霞ヶ関 94 (46、48)  
内山 久美 新千葉 80 (38、42) 野口 優華 新千葉 86 (40、46) 鈴木 治美 入間 94 (45、49)  
小宮 陽子 都留 80 (38、42) 柚木 岬 東名厚木 86 (40、46) 藤原 千佳子 京 94 (43、51)  
五十嵐 洋子 藤岡 80 (38、42) 79 藤沢 涼子 富士御殿場 87 (46、41) 120 和田 望未 専修大 95 (47、48)  
細田 有里 オリムピック 80 (36、44) 中村 美枝 日本体育大 87 (46、41) 河井 裕子 相模湖 95 (46、49)  

41 前田 恵理 ダイヤグリーン 81 (40、41) 松島 君子 立川国際 87 (45、42) 大山 孝子 オリムピック 95 (46、49)  
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