
平成22年度　関東女子ゴルフ選手権第1ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:藤ヶ谷カントリークラブ

参加者数　143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

佐藤 耀穂 太平洋・佐野ヒルクレスト 伊藤 結花 ザ・レイクス 野々村 和子 メイプルポイント 尾崎 美保 岡部チサン

石山 翔子 フォレスト 門田 和枝 千葉国際 石橋 瞳 東名厚木 耕田 千秋 桜

林 佑紀 新宇都宮 川島 綾乃 法政大 志賀 怜香 鹿沼72 大西 葵 ニッソー

板倉 栞 房総 高橋 美絵 市原京急 松山 菜穂子 習志野

梅澤 美穂子 東千葉 酒匂 直子 東千葉 伊藤 栞奈 千葉国際 柳井 ひろみ サニーフィールド

倉片 史 ザ・レイクス 西村 美希 セゴビア 三木 美奈子 成田東 花沢 直美 新千葉

筒井 祐希乃 千葉桜の里 山田 紅緒 太田双葉 志賀 友香 塩原 布川 千帆里 栃木ヶ丘

山口 久美 東京湾 野田 すみれ 水戸レイクス 鈴木 美帆 アスレチック 鈴木 輝子 霞ヶ関

花牟礼 温美 ディアレイク 南 陽子 鷹彦スリー 田子 真里子 千葉 水上 由美子 鶴舞

矢嶋 智都子 霞ヶ関 海野 綾子 猿島 吉田 薫 鶴舞 押尾 紗樹 岡部チサン

長尾 説子 成田ハイツリー 山本 美恵子 成田東 古屋 佑佳 鹿沼72 青木 瀬令奈 白水

杉山 沙羅紗 慶應義塾大 木村 郁美 水戸レイクス 小坂 元子 慶應義塾大 新福 えり セントラル

金澤 志奈 城里 佐藤 由香利 柏崎黒姫 吉田 茜 姉ヶ崎 竹生 秀子 佐原

才津 智美 ニッソー 平林 治子 都留 飯塚 奈緒 駒澤大 成田 美寿々 千葉国際

小坂 順子 千葉 進藤 美恵子 筑波 工藤 遥加 成田東 永瀬 美代子 武蔵

安東 二子 新千葉 黒田 佐智 千葉桜の里 伊藤 るみ オーク・ヒルズ 角田 里子 紫塚

後藤 彩花 千葉国際 浅川 弘子 霞ヶ関 岩間 恵 東松山 石川 彩 あさひヶ丘

小田倉 富士子 芳賀 板橋 博美 桐生 木村 彩子 上総富士 猪股 美恵子 上総富士

河村 菜奈 笹神五頭 秋元 喜美代 石坂 岡村 優 水戸レイクス 丹野 寧々 水戸レイクス

千葉 真穂 城里 飛田 愛理 城里 笹生 重子 東千葉 海老原 笑子 真名

石山 鼓都 姉ヶ崎 葭葉 ルミ 大平台 富田 麻衣 霞南 鈴木 萌子 千葉国際

小岩 由加里 クリアビュー 江澤 亜弥 こだま神川 樋口 莉沙 水戸レイクス 武田 妙子 水戸グリーン

池田 律子 東千葉 直井 梨瑛 千葉 照山 亜寿美 城里 田中 恵美子 嵐山

仁保 美和子 京 保坂 真由 鹿沼72 木村 紗奈 水戸グリーン 上野 真紀 紫塚

飯嶋 裕子 セゴビア 荒川 侑奈 ニッソー 野崎 千賀子 慶應義塾大 染谷 信子 猿島

乙丸 知子 新千葉 清野 未琴 フォレスト 畠山 唯 東名厚木 露木 直子 東名厚木

溝口 裕利江 メイプルポイント 横川 亜希子 扶桑 本宮 あゆみ ニッソー 野尻 ゆかり セゴビア

池田 真理 ニッソー 臼井 麗香 皐月･鹿沼 北村 由希子 江戸崎 上條 典子 日光

甲斐 舞実 法政大 西島 典子 霞台 五十嵐 洋子 藤岡 黒野 美奈 富士御殿場

今井 信子 箱根 山本 佳世子 大利根 森山 明子 石坂 田中 幸子 成田東

佐々木 萌有 京 上原 由 真名 鈴木 ありさ 矢板 小川 いずみ 姉ヶ崎

中村 聖子 ノースショア 本城 萌子 ニッソー 鏑木 友子 成田東 入江 亜衣 城里

高松 恵子 東京国際 増田 京子 筑波 野村 明代 我孫子 坪井 佳笑 レーサム

石川 洋子 サニーフィールド 中村 静江 東千葉 青木 英子 千葉 助川 たい子 江戸崎

相田 ひろみ 浦和 中茎 英子 千葉夷隅 藤原 聡子 ニッソー 小池 佳代 立川国際

粕谷 美佳 ファイブエイト 松森 彩夏 小田原･日動御殿場 松森 杏佳 小田原･日動御殿場 箕手 愛美 中央学院大

競技委員長　橋　本　泰　子
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