
平成21年度(第9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
組合わせおよびスタート時間表 於:袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース

参加者数　146名
１番よりスタート １０番よりスタート
組 時間 　 氏名 所属 組 時間 氏名 所属 組 時間 氏名 所属 組 時間 氏名 所属

小森 幸恵 矢板 藤原 聡子 ニッソー 小川 裕子 扶桑 田子 真里子 千葉

花沢 直美 新千葉 上條 滋子 松本 池田 朋代 小田原･松田 三橋 理恵 カレドニアン

柏 真紀子 マナ 徳本 知恵美 新千葉 財津 由美 常総 仁保 美和子 京

伊藤 るみ オーク・ヒルズ 清水 えり子 成田東

明壁 浩美 成田東 勝又 紀子 横浜 才津 智美 ニッソー 関 弘恵 船橋

上條 典子 日光 カヤット アケミナカタ 袖ヶ浦 小岩 由加里 クリアビュー 今井 信子 箱根

岩間 恵 東松山 原 慈子 皐月･佐野 北原 アヤ子 玉造 松宮 由季 新千葉

鈴木 郁子 紫塚 小島 房江 鶴舞 渡部 喜美子 皆川城 中茎 英子 千葉夷隅

平川 朱美 千葉夷隅 柳井 ひろみ サニーフィールド 柿沼 美佐子 皆川城 飯嶋 裕子 セゴビア

三木 美奈子 成田東 河辺 陽子 カレドニアン 鈴木 輝子 霞ヶ関 鈴木 佐知子 京

佐藤 恵子 新千葉 本宮 あゆみ ニッソー 大原 真理子 東京湾 松山 奈穂子 習志野

多勢 リサ スプリングフィルズ 横山 淳子 新千葉 小島 美智子 飯能グリーン 小倉 祥子 成田東

南 陽子 鷹彦スリー 上野 真紀 紫塚 黒田 敏子 相模 石井 ドリス ブリック＆ウッド

梅澤 美穂子 東千葉 中森 瑞子 東京よみうり 本田 芙佐子 鎌倉 猪俣 美恵子 上総富士

小川 千恵乃 鶴舞 宮本 芳美 セベ・バレステロス 古澤 久絵 扶桑 佐久間 美樹 ザ・レイクス

安東 二子 新千葉 松山 奈津江 鹿沼72 齋藤 美雪 セベ・バレステロス 鈴木 良子 館山

山崎 睦子 皐月･佐野 霜 祐子 袖ヶ浦 山本 美恵子 成田東 陳 公美 中山

石井 みさ子 成田東 清水 かおり 東名厚木 高橋 美絵 市原京急 水上 由美子 鶴舞

宮澤 貞子 白鳳 増田 京子 筑波 柴田 裕美子 カレドニアン 伊藤 朝子 成田東

秋元 喜美代 石坂 長尾 説子 成田ハイツリー 桑田 智惠子 オーク・ヒルズ 山本 節子 玉造

鳥飼 麻紀 成田東 横山 亜弥子 浦和 菅野 朋子 アスレチック 小池 佳代 立川国際

落合 美詠子 ニッソー 田中 由美 茨城ロイヤル 古川 美知子 東千葉 藤木 由紀 桂ヶ丘

新井 えり子 太平洋・佐野ヒルクレスト 松沢 江美 栃木ヶ丘 溝口 裕利江 メイプルポイント 榎本 紀代美 皆川城

中島 忍 千葉夷隅 福田 葉子 セベ・バレステロス 鏑木 友子 成田東 八巻 奈津美 笠間東洋

横川 亜希子 扶桑 浜垣 由香 高根 乙丸 知子 新千葉 安達 真弓 鹿沼72

野尻 ゆかり セゴビア 山口 久美 東京湾 新井 麻衣子 成田東 宮治 実紀 オーク・ヒルズ

照井 久美 石坂 今井 啓子 白鳳 竹節 嘉恵 信濃 宮下 良美 扶桑

宮澤 由紀子 秋山 尾崎 美保 岡部チサン 笹生 重子 東千葉 横山 美帆 姉ヶ崎

田中 幸子 成田東 森田 朋子 フレンドシップ 中村 薫 千葉桜の里 吉田 薫 鶴舞

黒崎 亜加理 富里 角田 里子 紫塚 花木 栄子 玉造 石川 洋子 サニーフィールド

新保 美樹 新千葉 安藤 善子 東京湾 萩森 真由美 龍ヶ崎 別府 砂織 サニー

池田 律子 東千葉 野村 明代 我孫子 井上 道子 栃木ヶ丘 日柄 祐恵 相模原

佐々木 理恵 ノースショア 上野 千鶴 ゴールデンレイクス 関根 奈穂美 セントラル

小林 清美 阿見 岩本 朋美 千葉夷隅 人見 洋子 鎌倉

石塚 靖子 我孫子 進藤 美恵子 筑波 矢嶋 智都子 霞ヶ関

海老原 笑子 真名 安田 美智子 袖ヶ浦 海野 綾子 猿島

橋本 智代 こだま神川 三好 枝理可 東京よみうり

松野 雅子 カレドニアン 冨田 ヨネ子 千葉新日本

君塚 桂子 鴨川 竹生 秀子 佐原

小方 弘子 花生 水澤 真澄 総武 競技委員長　橋　本　泰　子

平成21年8月31日（月）

9 8:42

18 10:038 8:33

1

19 10:129 8:42

14 9:27

17 9:54

15 9:36

16 9:45

12 9:09

13 9:18

6

7

1

2

3

4

5

8:24

7:30

7:39

7:48

7:57

8:06

8:15

7:30

2 7:39 12

11

5 8:06 15 9:36

9:00

7 8:24

3 7:48

4 7:57

6 8:15

9:09

11 9:00

17 9:54

13 9:18

14 9:27

16 9:45

8 8:33 18 10:03

10 8:51 10 8:51


