
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2ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:厚木国際カントリー倶楽部・西コース

参加者数　153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

平野 いずみ 南摩城 酒巻 芙蓉 富士御殿場 平林 春芳 富士御殿場 石原 麻里 白帆

鳥居 明子 御殿場 田中 恵美子 嵐山 高杉 満紀子 レーサム 楠本 和子 沼津

中村 聖子 ノースショア 阿部 三枝子 鳩山 平木 崇子 彩の森 原 重子 鷹

小松 朝路 成田東 伊藤 美也子 裾野

小坂 順子 千葉 今村 房子 葉山国際 倉品 佳笑 花生 東 真美 大厚木

金子 弥生 相模原 西山 里子 大熱海国際 小嶋 桃子 オリムピック 小宮 妙子 日高

山本 直子 皆川城 千葉 妙子 相模野 蒲谷 みちよ 富里 武田 江美子 小田原･松田

板木 裕子 ノースショア 小川 幸子 寄居 服部 みつ 伊豆大仁

村上 喜代子 立科 山本 節子 小田原･松田 徳留 康子 東名 山崎 千鶴子 小田原･松田

正木 智枝 東名 小林 かおり 武蔵 高木 はつの 都留 白石 としえ 浦和

梨本 玲子 大相模 岡野 優子 総成 千野 理恵 白水 安彦 真佐子 東京五日市

川崎 和子 小田原･松田 小田倉 富士子 芳賀 塚本 晶子 裾野 細野 ハヅ季 沼津

山本 佳世子 大利根 赤坂 まち子 大相模 亀山 博子 東京五日市 原口 莉絵子 彩の森

井手 久美子 鴨川 大貫 至子 東京湾 岸田 祐子 富士小山 角田 留美 三島

松本 京子 鳩山 越川 富士子 東京五日市 鯉沼 良美 東松苑 五十嵐 洋子 藤岡

平林 治子 都留 西田 さなえ 富士小山 高橋 依巳 ＧＭＧ八王子 上野 美恵子 裾野

浜田 里美 姉ヶ崎 宮坂 久美子 中津川 加藤 俊江 豊岡国際 大山 孝子 オリムピック

河村 三枝 ホロン 伊藤 陽子 鹿沼 川口 文郁恵 秦野 佐竹 千春 東名厚木

栗原 美佐枝 小田原･松田 小俣 静江 東京五日市 澁谷 明美 中津川 神鷹 桂子 サンヒルズ

武田 妙子 水戸グリーン 高橋 優子 富士箱根 伊藤 結花 ザ・レイクス 横山 初枝 岡部チサン

田中 純子 葉山国際 蘆苅 洋子 中山 佐々木 祥子 妙高 長谷川 浩子 京

佐藤 さゆり 富士箱根 萩原 直美 御殿場 堀江 美奈子 入間 相田 ひろみ 浦和

加藤 理刈 伊豆大仁 高井 和美 岩瀬桜川 渡辺 良子 相模 西田 后子 富士小山

森 澄子 富士御殿場 神戸 幸子 相模野 横山 仁美 江戸崎 眞田 明美 彩の森

池亀 征矢子 東千葉 荒木 幸恵 大厚木 松本 洋子 東京五日市 坂上 暢子 河口湖

浅川 洋子 霞ヶ関 倉片 史 ザ・レイクス 坂井 美千代 新千葉 千葉 祥子 東千葉

澤上 敬子 裾野 河井 裕子 相模湖 柴田 章江 浦和 藤沢 涼子 富士御殿場

高後 富美江 富士平原 北村 由希子 江戸崎 大崎 久美子 湘南シーサイド 島村 優美子 甲斐駒

杉浦 ちえみ 寄居 下村 美子 東千葉 露木 直子 東名厚木 岩永 百合子 裾野

山元 紀子 東京カントリー 上篠 ゆかり 秋山 高橋 富士子 鳩山 入江 佳子 磯子

水野 佐代子 東名厚木 杉本 千恵子 東京カントリー 進藤 富美 伊豆にらやま 松原 元美 富士

國分 美枝子 裾野 杉山 基子 本厚木 武藤 京子 相模原 利 和子 日高

見津 佳子 紫塚 実方 久美子 富士 田谷 千秋 平塚富士見 松山 朱実 セントラル

山口 八重子 姉ヶ崎 高橋 寿子 皐月･鹿沼 西根 千秋 富士小山 永野 ツタエ 伊豆にらやま

高松 恵子 東京国際 山中 通子 ブリック＆ウッド 河野 裕美 越生 鈴木 治美 入間

堤 幸子 三島 小川 美奈子 成田東 池田 純子 裾野 山上 和子 富士御殿場

岩下 志保 裾野 小林 美穂 大厚木 伴 美奈 オーク・ヒルズ

小倉 幸子 湘南シーサイド 大矢根 眞理 新千葉 飯田 真美 ホワイトバーチ

藤本 マサ カレドニアン 中村 宣栄 南千葉 井上 正子 裾野

柴本 尚美 日高 山口 加津子 裾野 西島 典子 霞台 競技委員長　吉　野　統　治

平成21年9月1日（火）
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